
部活動名 大会期日 大会名（正式名称） 場所 表彰名（成績）

SSH国際教養 4月18日 第2回全国高校生英語ディベート春大会 オンライン 団体優勝　藤島高校

SSH国際教養 4月18日 第2回全国高校生英語ディベート春大会 オンライン 団体第３位　 藤島高校

SSH国際教養 4月18日 第2回全国高校生英語ディベート春大会 オンライン 個人ベストディベーター　第５位

SSH国際教養 4月18日 第2回全国高校生英語ディベート春大会 オンライン 個人ベストディベーター　第５位

SSH国際教養 4月18日 第2回全国高校生英語ディベート春大会 オンライン 個人ベストディベーター　第５位

女子テニス 5月23日 第45回福井県ジュニア選手権 県営テニス場 18歳以下女子ダブルス　第３位

将棋 5月23日 令和３年度福井県高等学校将棋選手権大会 福井新聞社 団体優勝　藤島高校

将棋 5月23日 令和３年度福井県高等学校将棋選手権大会 福井新聞社 個人戦B級　優勝

将棋 5月23日 令和３年度福井県高等学校将棋選手権大会 福井新聞社 個人戦B級　第３位

女子ハンドボール 6月6日 令和３年度福井県高等学校春季総体　ハンドボール競技 北陸電力体育館 第３位

女子ソフトテニス 6/5,6,7 令和３年度福井県高等学校春季総合体育大会　ソフトテニス競技会 越前市武生中央公園庭球場・多目的広場女子個人戦　第６位

女子テニス 6/5,6,7 令和３年度福井県高等学校春季総体　テニス競技 県営テニス場 団体戦　第２位

女子テニス 6/5,6,7 令和３年度福井県高等学校春季総体　テニス競技 県営テニス場 個人戦ダブルス第３位

女子テニス 5月29日 第45回福井県春季ジュニア選手権 県営テニス場 16歳以下女子シングルス第３位

女子テニス 5月29日 第45回福井県春季ジュニア選手権 県営テニス場 16歳以下女子シングルス第５位

男子ソフトテニス 6/5,6,7 令和３年度福井県高等学校春季総合体育大会　ソフトテニス競技会 越前市武生中央公園庭球場・多目的広場男子ダブルス第９位

空手道 5月29日 福井県高等学校春季総合体育大会空手道競技会 県立武道館 男子個人形４位

柔道部 6月5日 令和３年度　春季高等学校総合体育大会柔道大会 県立武道館 男子73kg級5位

柔道部 6月6日 令和３年度　春季高等学校総合体育大会柔道大会 県立武道館 男子81kg級5位

柔道部 6月7日 令和３年度　春季高等学校総合体育大会柔道大会 県立武道館 男子90kg級5位

男子卓球 6月7日 令和３年度　春季高等学校総合体育大会卓球大会 県立体育館 男子シングルス　ベスト12

少林寺拳法 5月30日 令和3年度福井県高等学校春季少林寺拳法大会 WEB審査 男子単独演武優秀賞

なぎなた 6月6日 令和3年度福井県高等学校春季総体なぎなた競技会 県立武道館 演技　1位

なぎなた 6月6日 令和3年度福井県高等学校春季総体なぎなた競技会 県立武道館 個人試合4位

陸上部 5月29～31日 令和3年度福井県高等学校春季総体陸上競技会 県営陸上競技場 男子400m2位

陸上部 5月29～31日 令和3年度福井県高等学校春季総体陸上競技会 県営陸上競技場 男子800m1位

陸上部 5月29～31日 令和3年度福井県高等学校春季総体陸上競技会 県営陸上競技場 男子800m4位

陸上部 5月29～31日 令和3年度福井県高等学校春季総体陸上競技会 県営陸上競技場 男子走幅跳3位

陸上部 5月29～31日 令和3年度福井県高等学校春季総体陸上競技会 県営陸上競技場 男子三段跳5位

陸上部 5月29～31日 令和3年度福井県高等学校春季総体陸上競技会 県営陸上競技場 女子砲丸投6位

陸上部 5月29～31日 令和3年度福井県高等学校春季総体陸上競技会 県営陸上競技場 女子やり投3位

陸上部 5月29～31日 令和3年度福井県高等学校春季総体陸上競技会 県営陸上競技場 女子やり投5位

囲碁 5月23日 第45回全国高校囲碁選手権大会福井県大会 福井棋院会館 個人戦Ａ級　第３位

弓道 6月4～5日 令和3年度春季総体弓道競技 県立武道館 女子個人2位

放送 6月12日 第６８回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト福井県大会 嚮陽会館 アナウンス部門　最優秀賞

放送 6月12日 第６８回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト福井県大会 嚮陽会館 ラジオドキュメント部門　最優秀賞

放送 6月12日 第６８回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト福井県大会 嚮陽会館 テレビドキュメント部門　最優秀賞

水泳 6月19日～20日 令和３年度福井県高等学校春季総体水泳競技 県営水泳場 背泳ぎ　200ｍ　第1位

水泳 6月19日～20日 令和３年度福井県高等学校春季総体水泳競技 県営水泳場 背泳ぎ　100ｍ　第4位

水泳 6月19日～20日 令和３年度福井県高等学校春季総体水泳競技 県営水泳場 自由形　400ｍ　第3位

水泳 6月19日～20日 令和３年度福井県高等学校春季総体水泳競技 県営水泳場 自由形　200ｍ　第8位

陸上部 6月17日～20日 令和３年度北信越高等学校総体陸上競技会 県営陸上競技 男子800ｍ　第2位

女子テニス 6月12日 第45回福井県春季ジュニア選手権 県営テニス場 16歳以下女子ダブルス第1位

囲碁 5月23日 第45回全国高校囲碁選手権大会福井県大会 福井棋院会館

かるた同好会 8月4日～6日 第45回全国高等学校総合文化祭小倉百人一首かるた部門 和歌山県立体育館 奨励賞

放送 8月4日～5日 第45回全国高等学校総合文放送部門 かつらぎ総合文化会館 アナウンス部門

放送 8月4日～5日 第46回全国高等学校総合文放送部門 かつらぎ総合文化会館 オーディオピクチャー部門

放送 8月4日～5日 第47回全国高等学校総合文放送部門 かつらぎ総合文化会館 ビデオメッセージ部門

なぎなた 6月19日～20日 令和３年度北信越高等学校総体　なぎなた競技会 松任総合運動公園体育館 個人　演技　第１位

女子テニス 7月10日～14日 北信越ジュニアテニス選手権大会 福井県営テニス場 16歳以下シングルス　第2位

女子ソフトテニス 6/5,6,7 令和３年度福井県高等学校春季総合体育大会　ソフトテニス競技会 越前市武生中央公園庭球場・多目的広場女子団体戦　第３位

男子ソフトテニス 6/5,6,7 令和３年度福井県高等学校春季総合体育大会　ソフトテニス競技会 男子団体戦　第３位越前市武生中央公園庭球場・多目的広場

陸上部 5月29～31日 男子4×400mR5位県営陸上競技場令和3年度福井県高等学校春季総体陸上競技会

女子4×400mR5位県営陸上競技場令和3年度福井県高等学校春季総体陸上競技会5月29～31日陸上部

弓道 6月4～5日 女子団体3位県立武道館令和3年度春季総体弓道競技

放送 6月12日 創作ラジオドラマ部門　最優秀賞嚮陽会館第６８回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト福井県大会

令和３年度　　受賞者　一覧



部活動名 大会期日 大会名（正式名称） 場所 表彰名（成績）

女子テニス 7月10日～14日 北信越ジュニアテニス選手権大会 福井県営テニス場 16歳以下ダブルス　第2位

ジャグリング 3月28日 第11回JSJF　 動画審査 男子部門　第4位

SSH国際教養 8月29日 第６回全国高校生英語ディベート大会関西ブロック予選 オンライン 個人ベストディベーター　第１位

SSH国際教養 8月29日 第６回全国高校生英語ディベート大会関西ブロック予選 オンライン 個人ベストディベーター　第２位

SSH国際教養 8月29日 第６回全国高校生英語ディベート大会関西ブロック予選 オンライン 個人ベストディベーター　第３位

SSH国際教養 8月29日 第６回全国高校生英語ディベート大会関西ブロック予選 オンライン 個人ベストディベーター　第６位

SSH国際教養 8月6日7日 PDA全国高校即興型英語ディベート大会２０２１ オンライン 個人の部POI賞

SSH国際教養 8月6日7日 PDA全国高校即興型英語ディベート大会２０２１ オンライン 個人の部POI賞

SSH国際教養 8月6日7日 PDA全国高校即興型英語ディベート大会２０２１ オンライン 個人の部ベストディベーター賞

SSH国際教養 8月6日7日 PDA全国高校即興型英語ディベート大会２０２１ オンライン 個人の部ベストディベーター賞

女子テニス 9月18～21日 新人テニス大会 福井県営テニス場 団体第２位

女子テニス 9月18～21日 新人テニス大会 福井県営テニス場 個人シングルス第3位

女子テニス 9月25日 JOC全日本ジュニア選抜室内選手権大会福井県予選会 わかばテニスコート シングルス第５位

SSH国際教養 9月23日
第３回Make Friends Cup in Fukui
（全国高校生英語ディベート大会北陸ブロック予選）

オンライン 個人ベストディベーター　第１位

SSH国際教養 9月23日
第３回Make Friends Cup in Fukui
（全国高校生英語ディベート大会北陸ブロック予選）

オンライン 個人ベストディベーター　第６位

SSH国際教養 10月3日 第５回全国高校生英語ディベート大会甲信越ブロック予選 オンライン 個人ベストディベーター　第８位

SSH国際教養 10月10日
第３回Make Friends Cup
（全国高校生英語ディベート大会全国予選）

オンライン 団体準優勝　 藤島高校

水泳 8月28日 第34回福井県高等学校選手権新人水泳競技大会 県営水泳場 背泳ぎ　50ｍ　第１位

水泳 8月28日 第34回福井県高等学校選手権新人水泳競技大会 県営水泳場 背泳ぎ　100ｍ　第２位

SSH国際教養 10月31日 第14回福井県高校生英語ディベート大会 オンライン 団体優勝　藤島A

SSH国際教養 10月31日 第14回福井県高校生英語ディベート大会 オンライン 団体３位　藤島B

SSH国際教養 10月31日 第14回福井県高校生英語ディベート大会 オンライン 個人最優秀ディベーター

SSH国際教養 10月31日 第14回福井県高校生英語ディベート大会 オンライン 個人優秀ディベーター　第２位

将棋 11月13日 第30回全国高等学校文化連盟将棋新人大会　福井県大会 勝山高校 個人戦Ａ級　優勝

将棋 11月13日 第30回全国高等学校文化連盟将棋新人大会　福井県大会 勝山高校 個人戦Ａ級　準優勝

将棋 11月13日 第30回全国高等学校文化連盟将棋新人大会　福井県大会 勝山高校 個人戦Ａ級　第３位

将棋 11月13日 第30回全国高等学校文化連盟将棋新人大会　福井県大会 勝山高校 個人戦B級　準優勝

将棋 11月13日 第30回全国高等学校文化連盟将棋新人大会　福井県大会 勝山高校 個人戦C級　優勝

SSH国際教養 11月14日 第5回福井県高校生即興英語ディベート大会 オンライン 団体優勝　藤島E

SSH国際教養 11月14日 第5回福井県高校生即興英語ディベート大会 オンライン 団体準優勝　藤島C

SSH国際教養 11月14日 第5回福井県高校生即興英語ディベート大会 オンライン 個人最優秀ディベーター

SSH国際教養 11月14日 第5回福井県高校生即興英語ディベート大会 オンライン 個人優秀ディベーター　第２位

SSH国際教養 11月14日 第5回福井県高校生即興英語ディベート大会 オンライン 個人優秀ディベーター　第２位

SSH国際教養 11月14日 第5回福井県高校生即興英語ディベート大会 オンライン 個人優秀ディベーター　第３位

SSH国際教養 11月14日 第5回福井県高校生即興英語ディベート大会 オンライン 個人優秀ディベーター　第３位

その他競技（空手道） 10月31日 福井県高等学校新人大会空手道競技 中郷体育館 男子個人形　８位

女子バスケットボール 11月12,13,14日 令和４年度福井県高校新人バスケットボール大会 藤島高校 第３位

女子テニス部 10月29～31日 全国選抜高校テニス大会北信越大会 富山市岩瀬スポーツ公園テニスコート 団体第5位

男子卓球 11月13・14・15日 卓球新人大会 福井市体育館 男子シングルス　ベスト８

かるた同好会 7月25日 第４３回全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会 近江勧学館 個人戦Ｂ級４組　準優勝

弓道部 11月6日 弓道新人大会 福井県立武道館 女子個人　優勝

箏曲部 11月11日
第３２回福井県高等学校総合文化祭
音楽フェスティバル日本音楽部門

ハーモニーホールふくい 金賞

国語科 小さな親切作文・標語コンクール 知事賞

国語科 小さな親切作文・標語コンクール 優秀賞

SSH国際教養 8月29日 団体優勝　藤島高校オンライン第６回全国高校生英語ディベート大会関西ブロック予選

SSH国際教養 8月29日 団体準優勝　 藤島高校オンライン第６回全国高校生英語ディベート大会関西ブロック予選

9月23日SSH国際教養

9月23日SSH国際教養

団体第3位　 藤島高校

団体優勝　藤島高校

オンライン

オンライン

第３回Make Friends Cup in Fukui
（全国高校生英語ディベート大会北陸ブロック予選）

第３回Make Friends Cup in Fukui
（全国高校生英語ディベート大会北陸ブロック予選）

10月3日

新人テニス大会

SSH国際教養 団体第3位　 藤島高校オンライン第５回全国高校生英語ディベート大会甲信越ブロック予選

10月27日SSH生物 最優秀賞福井県教育総合研究所第69回県高校理科クラブ研究発表会

11月6,7日女子ソフトテニス 女子団体戦　第３位西公園テニスコート令和３年度福井県高体連新人大会　ソフトテニス競技会

9月18～21日男子テニス 団体第３位福井県営テニス場



部活動名 大会期日 大会名（正式名称） 場所 表彰名（成績）

国語科 福井県創作コンクール 詩の部　最優秀賞

国語科 福井県創作コンクール 詩の部　優秀賞

国語科 福井県創作コンクール 詩の部　優良賞

国語科 福井県創作コンクール 随想の部　最優秀賞

国語科 福井県創作コンクール 随想の部　優良賞

国語科 福井県創作コンクール 短歌の部　優秀賞

国語科 読書体験記コンクール福井県選考会 佳作

国語科 ふくいジュニア文学賞 小説の部　秀作

国語科 ふくいジュニア文学賞 短歌の部　秀作

国語科 ふくいジュニア文学賞 俳句の部　優秀

国語科 ふくいジュニア文学賞 エッセーの部　秀作

国語科 ふくい文学賞 奨励賞

国語科 ふくい文学賞 奨励賞

国語科 青少年読書感想文全国コンクール福井県審査 優秀賞

国語科 青少年読書感想文全国コンクール福井県審査 優秀賞

国語科 青少年読書感想文全国コンクール福井県審査 優秀賞

国語科 青少年読書感想文全国コンクール福井県審査 優良賞

演劇部 9月19日 第75回福井県高等学校演劇祭 福井県県民ホールＡＯＳＳＡ 創作脚本賞

演劇部 11月13日 令和３年度秋季演劇研修会 南条文化会館 優秀賞

放送 7月29日 第６８回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト オリンピックセンター他（Web審査） アナウンス部門　入選

放送 7月29日 第６８回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト オリンピックセンター他（Web審査） ラジオドキュメント部門　入選

放送 11月20日 令和３年度福井県高校放送コンテスト新人大会 木ごころ文化ホール アナウンス部門　最優秀賞

放送 11月20日 令和３年度福井県高校放送コンテスト新人大会 木ごころ文化ホール アナウンス部門　優良賞

放送 11月20日 令和３年度福井県高校放送コンテスト新人大会 木ごころ文化ホール オーディオメッセージ部門最優秀賞

放送 11月20日 令和３年度福井県高校放送コンテスト新人大会 木ごころ文化ホール ＣＭ部門　優秀賞

かるた同好会 11月21日 第41回近畿高等学校総合文化祭小倉百人一首かるた部門 近江勧学館 優勝

なぎなた 11月13日 令和3年度福井県高等学校新人大会なぎなた競技会 福井県立武道館 演技1位

なぎなた 11月13日 令和3年度福井県高等学校新人大会なぎなた競技会 福井県立武道館 団体2位

なぎなた 11月13日 令和3年度福井県高等学校新人大会なぎなた競技会 福井県立武道館 個人3位

囲碁 10月24日 第41回福井県高等学校秋季囲碁大会 福井棋院会館 個人戦B級　2位

囲碁 10月24日 第41回福井県高等学校秋季囲碁大会 福井棋院会館 個人戦B級　2位

新聞・写真 11月22日 第56回福井県学校新聞コンクール 福井新聞社 優秀賞

吹奏楽 7月22日 第53回福井県吹奏楽コンクール 福井県立音楽堂 銀賞

令和３年度福井県高体連新人大会　ソフトテニス競技会

11月20日放送 ビデオメッセージ部門最優秀賞木ごころ文化ホール令和３年度福井県高校放送コンテスト新人大会

11月6日男子ソフトテニス 団体優勝トリムパークかなづ



部活動名 大会期日 大会名（正式名称） 場所 表彰名（成績）

少林寺拳法 11月13日 令和３年度福井県高等学校秋季少林寺拳法大会 啓新高校 優良賞

SSH国際教養 12月18日19日 第16回全国高校生英語ディベート大会 オンライン 個人　優秀ディベーター

SSH国際教養 12月18日19日 第16回全国高校生英語ディベート大会 オンライン 個人　最優秀ディフェンススピーカー

SSH国際教養 12月25日26日 第 7 回 PDA 高校生即興型英語ディベート全国大会 2021 オンライン 団体　第4位

その他 12月12日 第16回全国高校生金融経済クイズ選手権「エコノミクス甲子園」福井県大会 オンライン 優勝

その他 12月12日 第16回全国高校生金融経済クイズ選手権「エコノミクス甲子園」福井県大会 オンライン 準優勝

その他 12月12日 第16回全国高校生金融経済クイズ選手権「エコノミクス甲子園」福井県大会 オンライン ３位

囲碁 12月12日 北信越高等学校囲碁選手権大会 富山県民会館 個人戦男女B級　優勝

SSH生物 10月27日 第69回県高校理科クラブ研究発表会 福井県教育総合研究所 奨励賞

SSH生物 11月24日 第55回全国野生生物保護活動発表大会 オンライン 奨励賞

美術 第３３回読書感想画中央コンクール　福井県審査 最優秀賞

美術 第３３回読書感想画中央コンクール　福井県審査 最優秀賞

美術 第３３回読書感想画中央コンクール　福井県審査 最優秀賞

放送 2月5日6日 第１８回北信越高等学校選抜放送大会新潟大会 データ審査 アナウンス部門　最優秀賞

放送 2月5日6日 第１８回北信越高等学校選抜放送大会新潟大会 データ審査 アナウンス部門　優良賞

放送 2月5日6日 第１８回北信越高等学校選抜放送大会新潟大会 データ審査 オーディオメッセージ部門　優秀校

SSH国際教養 2月12日 高校生英語ディベート長良川カップ2022 オンライン 経験者の部　団体5位

SSH国際教養 2月12日 高校生英語ディベート長良川カップ2022 オンライン 経験者の部　団体6位

SSH国際教養 2月12日 高校生英語ディベート長良川カップ2022 オンライン 経験者の部　団体7位

SSH国際教養 2月12日 高校生英語ディベート長良川カップ2022 オンライン 経験者の部　Outstanding Speaker Prize

書道 第86回県かきぞめ競書大会 大賞

書道 準推薦

男子バスケットボール部 1月9日10日 令和3年度県高校新人大会兼北信越二次予選会 福井商業高校 第3位

その他 2月27日
第16回全国高校生金融経済クイズ選手権
「エコノミクス甲子園」全国大会

オンライン 第3位

その他 2月23日 令和4年度高校生英語弁論大会　東海北陸ブロック予選 データ審査 第3位

国語科 第２５回風花随筆文学賞 福井新聞社賞

国語科 第２５回風花随筆文学賞 福井仁愛学園賞

国語科 第２５回風花随筆文学賞 佳作

国語科 第２５回風花随筆文学賞 奨励賞

国語科 第２５回風花随筆文学賞 奨励賞

合唱 1月29日 第３５回福井県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 録音審査 金賞、FBC賞

吹奏楽 1月22日 第４５回全日本アンサンブルコンテスト福井県予選 オンライン フルート四重奏　銀賞

吹奏楽 2月26日 第10回福井県吹奏楽ソロコンテスト オンライン コントラバス　金賞

吹奏楽 2月26日 第10回福井県吹奏楽ソロコンテスト オンライン フルート　金賞

第65回日本学生科学賞最終審査

2月13日SSH国際教養 団体3位（全国３位）オンライン第14回ウィンターカップ全国高校生英語ディベート大会

12月18日19日SSH国際教養 団体　準優勝オンライン第16回全国高校生英語ディベート大会

2月5日6日放送 ビデオメッセージ部門　優良校データ審査第１８回北信越高等学校選抜放送大会新潟大会

12月24日SSH生物 読売理工学院賞オンライン


