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コンクール等の成績

第59回全国高等学校生徒英作文コンテスト 2・3年生の部 入選

第7回食withレシピ甲子園 優秀賞

金沢大学主催第3回超然文学賞 小説部門 優秀賞

第66回大阪府青少年読書感想文コンクール 高等学校 自由作品の部 優秀賞

令和2年度人権作文コンクール 優秀賞

TFT（Table for two）アワード2021 PR部門 大賞

第67回大阪府青少年読書感想文コンクール 高等学校 課題作品の部 優秀賞、自由作品の部 優秀賞

出光興産「環境フォトコンテスト」高校生部門 奨励賞

令和3年度京都・大阪マス・インターセクション 奨励賞

令和3年度人権作品 作文・詩の部 入選「あなただけのらしさで」

オレンジページ×味の素 第9回ジュニア料理選手権 味の素グループ賞

令和3年度茨木市立川端康成文学館俳句コンクール 高校生の部 特別審査員賞、佳作、入選（5名）

第60回全国高等学校生徒英作文コンテスト 入選（2名）

「夢・化学-21」委員会・日本化学会主催 化学グランプリ2021 支部長賞

大阪府人権作文コンクール 優秀賞

第68回大阪府青少年読書感想文コンクール 入選(2名)

出光興産 第18回環境フォトコンテスト　金賞 1名・銅賞1名

第10回オレンジページ×味の素　ジュニア料理選手権　「おいしい&ワクワク オレンジページ賞」

部活動の成績
部・同好会・ｻｰｸﾙ 主な成績

吹奏楽部 第47回大阪府アンサンブルコンテスト 銀賞

吹奏楽部 第48回大阪府アンサンブルコンテスト 金賞

吹奏楽部 第60回大阪府吹奏楽コンクール北摂地区大会 金賞 代表

吹奏楽部 第60回大阪府吹奏楽コンクール大阪府大会 銅賞

ダンス部 令和2年度関西ダンスドリル秋季競技大会 HIPHOP女子部門large編成 3位

ダンス部 令和3年度関西ダンスドリル秋季競技大会関西大会 高等学校の部 ジャズ部門ラージ編成 3位

美術部 第41回大阪府立高等学校芸術文化祭 美術・工芸部門 奨励賞

美術部 第72回大阪府高等学校美術・工芸展 絵画の部 奨励賞（2名）

美術部 第42回大阪府立高等学校芸術文化祭 美術・工芸部門 入選（2名）

美術部 第73回大阪府高等学校美術工芸展 優良賞 デザインの部（1名）・奨励賞 絵画の部（2名）

百人一首同好会 第29回大阪府高等学校かるた代替大会 団体戦の部 大阪府3位

百人一首同好会 第29回大阪高校かるた選手権大会兼高校総合文化祭 大阪代表選考会（個人戦）Gブロック3位・Hブロック1位

競技かるた部 第17回全国高校生かるたグランプリ大阪府選抜 

競技かるた部 令和3年度芸術文化賞（百人一首かるた部門）

競技かるた部 第44回全国高等学校選手権大会出場

令和3年度GLHS合同発表会 大阪府教育委員会賞



部・同好会・ｻｰｸﾙ 主な成績

囲碁・将棋部 第40回NHK杯争奪 大阪府中・高等学校将棋選手権大会 個人戦 A級 優勝

囲碁・将棋部 第30回全国将棋新人大会出場

囲碁・将棋部 第18回大阪府中・高等学校 将棋選手権夏季大会 個人戦 A級 3位、団体戦 準優勝

囲碁・将棋部 第41回NHK杯争奪 大阪府中・高等学校将棋選手権大会 団体戦 3位

囲碁・将棋部 第30回全国高等学校文化連盟将棋新人大会 大阪代表 出場

囲碁・将棋部 第41回近畿高等学校総合文化祭 囲碁部門 男女団体戦 優勝 大阪府代表主将

囲碁・将棋部 第42回大阪府高等学校芸術文化祭 将棋部門名人戦1位、3位

囲碁・将棋部 関西学生将棋連盟主催 令和3年度学生最強戦　B級1位、2位

囲碁・将棋部 第46回全国高等学校総合文化祭 囲碁部門 出場

囲碁・将棋部 第46回全億高等学校総合文化祭 東京大会 囲碁部門 団体戦第3位

囲碁・将棋部 第19回大阪府中・高等学校 将棋選手権夏季大会 男子団体戦 優勝・男子個人戦B級 優勝

囲碁・将棋部 第42回近畿高等学校総合文化祭和歌山大会 囲碁部門 個人戦準優勝

囲碁・将棋部 第42回近畿高等学校総合文化祭和歌山大会 将棋部門 個人戦出場(1名)・団体戦3位

囲碁・将棋部 第11回近畿高校囲碁選手権　9路盤戦 優勝(全国大会出場)

水泳部
第3回近畿高等学校新人水泳競技大会
 男子50ｍ平泳ぎ 出場、男子50ｍ自由形 出場、男子200ｍ個人メドレー出場、
 男子4×100ｍフリーリレー出場、男子4×100ｍメドレーリレー出場

水泳部 第76回大阪府高等学校選手権水球競技大会 男子 2位

水泳部 第75回近畿高等学校選手権水泳競技大会 男子 出場

水泳部 第5回近畿高等学校新人水泳競技大会 出場

水泳部 第76回近畿高等学校選手権水泳競技大会 出場 （水球）男子15名、（競泳）女子1名

水泳部 大阪高校対抗選手権水泳競技大会 男子50m自由形 第8位／女子50m自由形 第5位

水泳部 大阪高校対抗選手権水泳競技大会 男子50m背泳ぎ 第6位・第8位

水泳部 大阪高等学校新人水泳競技大会 男子100m背泳ぎ 第3位／女子50m自由形 第3位（国民体育大会出場 女子50m自由形 1名）

水泳部 第6回近畿高等学校新人水泳競技大会（競泳） 出場（個人6名）

陸上競技部 第74回大阪高等学校総合体育大会 陸上競技の部 女子100ｍ 6位、女子走高跳 4位

陸上競技部 第74回全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会 女子100ｍ 出場、女子走高跳 8位

陸上競技部 第54回近畿高校ユース陸上競技選手権大会　2年女子100m8位

陸上競技部 第75回近畿高等学校陸上競技対校選手権大会 出場

陸上競技部 秩父宮賜杯 近畿地区予選 女子100ｍ 第7位

陸上競技部 第75回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会 女子100ｍ 第3位

陸上競技部 第6回1・2地区公立高校対抗陸上競技会 女子100ｍ 第3位／男子400m 第2位

ライフル射撃部
令和2年度近畿高等学校秋季ライフル射撃選手権大会
 BR少年男子60発競技 男子4名出場、BR少年女子60発競技 女子3名出場、
 BP少年男子60発競技 5位・7位、BP少年女子60発競技 2位・9位

ライフル射撃部 第40回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 BP少年女子立射60発競技 出場

ライフル射撃部
令和3年度近畿高等学校春季ライフル射撃選手権大会
 BR少年男子60発競技 出場、BR少年女子60発競技 出場（3名）、BP少年男子60発競技 出場（3名）、BP少年女子60発競技 2位・9位

ライフル射撃部 第76回国民体育大会 近畿ブロック大会 BR少年男子60発競技 出場、BR少年女子60発競技 出場

ライフル射撃部 令和3年度（第59回）全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 BP少年男子60発競技 出場、BP少年女子60発競技 出場

ライフル射撃部 令和3年度近畿高等学校秋季ライフル射撃選手権大会 出場（8名）

ライフル射撃部 令和4年度近畿高等学校春季ライフル射撃選手権大会出場

ライフル射撃部 2022年度（第60回） 全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会（インターハイ）BR少年女子60発競技 出場 女子1名

ライフル射撃部 令和4年度近畿高等学校秋季ライフル射撃選手権大会 出場(5名)



部・同好会・ｻｰｸﾙ 主な成績

硬式テニス部 令和2年度近畿公立高等学校テニス大会 個人戦男子シングルス ベスト8

硬式テニス部 第76回大阪高等学校総合体育大会テニス大会個人戦　男子ダブルスの部　予選18ブロック優勝

硬式テニス部 令和3年度大阪高等学校秋季テニス大会　男子団体の部　予選20ブロック優勝

硬式テニス部 大阪高等学校秋季テニス大会予選5ブロック 男子団体 優勝

スキー部
第70回全国高等学校スキー大会出場（クロスカントリー）
 女子5kmクラシカル 5kmフリー 出場（3名）、男子10kmクラシカル 10kmフリー出場（2名）、女子リレー出場

スキー部
第37回大阪高校クロスカントリー大会
 総合の部 女子 優勝、総合の部 男子 優勝、女子の部 優勝・4位・6位、男子の部 優勝・5位・6位

スキー部
第70回全国高等学校スキー大会出場（クロスカントリー）
 男子10kmクラシカル 10kmフリー出場、女子5kmクラシカル 5kmフリー 出場、女子リレー出場

スキー部 第77回国民体育大会出場（クロスカントリー） 男子10kmクラシカル 出場、女子5kmクラシカル 出場

スキー部

第68回大阪高等学校スキー新人大会
 （アルペン）女子スラローム 2位・3位・6位、女子ジャイアントスラローム　5位・6位
 （クロスカントリー）
  男子10kmクラシカル3位・4位、女子5kmクラシカル優勝・2位・3位・4位、男子10kmフリー優勝、
  女子5kmフリー優勝・2位・4位・5位、総合の部 女子優勝・男子3位

女子ハンドボール部 第75回高校春季総合体育大会 兼 第72回インターハイ予選中央大会 5位

女子ハンドボール部 第64回近畿高等学校ハンドボール選手権大会 出場

女子ハンドボール部 第76回大阪高校春季総合体育大会 ハンドボール競技 女子の部 5位

女子ハンドボール部 第73回大阪高校新人大会 兼 第45回全国選抜予選会 ハンドボール競技 大阪北地区大会 女子の部 1位、年間優秀選手（1名）

女子ハンドボール部 第65回近畿高等学校ハンドボール選手権大会 出場　　　　　　　　　

卓球部 大阪選抜交流大会予選会 女子学校対抗の部 2位

サッカー部 令和3年度大阪府公立高校サッカープレ大会 優勝

バドミントン部 男子シングルス 近畿大会出場

女子バレーボール部 令和4年度大阪高校新人大会1次予選4部　優勝

軽音楽部 バンドコミュニケーション高槻22 ベストベース賞・ベストドラム賞

軽音楽部 バンドコミュニケーション高槻PRESENTS ニュージェネ（NEW GENERATION COMING）ベストキーボード賞


