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Ｈ２４
新人戦（秋)　淀工に19-14で勝利、千里に19-23で惜敗
豊中会長杯 準決勝進出（H25 ２月）　豊中代表として堺定期戦に出場

Ｈ２５
現在３年７名、２年９名、１年15名、マネージャー２名　日曜を除いてほぼ毎日活動　公式戦は春・夏・秋の年３回、　インター
ハイ予選では北野、柴島に敗れ、３年が引退、５月より基礎練習と速攻練習を繰り返している。新人戦では山田に勝ち、寝屋
川に敗れた。

Ｈ２４ 大阪高校新人大会　ベスト８、北地区優秀選手１名

Ｈ２５
第50回 豊中市民ハンドボール大会 優勝。
第68回 高校秋季総合体育大会 出場。
第65回 高校新人大会 北地区 ベスト８。

Ｈ２４ 大阪新人大会３部Ｆゾーン　２位、　大阪公立高校大会決勝トーナメント出場

Ｈ２５
春季部別３部リーグ全勝、２部昇格、　大阪高校総体 兼 春高バレー予選 予選ラウンド北地区 第３位
秋の部別で１部昇格！！

Ｈ２２ 大阪高校新人大会　３部Ｄゾーン　１位　２部昇格

Ｈ２３ 第７回、第８回コンフェデレーションカップ　優勝

Ｈ２４ 大阪公立高校大会　ベスト１６

Ｈ２３ 公立高校大会（北地区）ブロック優勝、６位

Ｈ２５ 大阪高校総体３回戦。１，２年部員２７名。日々頑張って活動しています。

女子バスケットボール Ｈ２５ インターハイ大阪府予選・大阪総体予選 ともに３回戦進出、豊中市長杯 第３位

Ｈ２２
大阪高校春季テニス大会　個人戦シングルス・ダブルス　本戦出場、団体戦　本戦出場
赤坂杯　個人戦シングルス・ダブルス　本戦出場

Ｈ２３ 大阪高等学校春季テニス大会　個人戦シングルス予選ブロック優勝（２名）

Ｈ２４ 大阪高等学校春季テニス大会　男子シングルス予選ブロック優勝

Ｈ２５
大阪高等学校総合体育大会テニス大会　男子シングルス 予選ブロック優勝
　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　  男子ダブルス 予選ブロック優勝

Ｈ２２ 第63回豊中市民大会　ダブルス優勝・準優勝　ダブルス第３位（２組）

Ｈ２３ 大阪高等学校春季テニス大会（団体の部）予選ブロック　優勝

Ｈ２４
平成24年度大阪高等学校秋季テニス大会　団体予選ブロック　優勝
第20回大阪公立学校対抗テニス大会　第５位（団体の部）

Ｈ２５
大阪高等学校春季テニス大会　個人戦ダブルス（２組）本戦出場、団体戦　本戦出場　大阪府ベスト16
大阪高等学校秋季テニス大会　団体予選ブロック優勝　大阪府ベスト１６

Ｈ２２
大阪高校春季サッカー大会　ベスト３２、　全国高校サッカー選手権　大阪大会　ベスト３２、
大阪高校新人サッカー大会 ベスト１６

Ｈ２３ 大阪高校春季サッカー大会　ベスト１６、　大阪高体連年間優秀選手 １名

Ｈ２４ 第91回全国高校サッカー選手権大阪大会　ベスト32

Ｈ２５ 大阪高校春季サッカー大会　ベスト３２

ラグビー Ｈ２４ 第92回ラグビー全国大会大阪府予選リーグ　１位突破

Ｈ２２ コスモス杯　２部優勝

Ｈ２３ インターハイ大阪予選　ベスト１６、　大阪公立高校大会　５位

Ｈ２４ 大阪公立高校大会　ベスト１６

Ｈ２５
大阪公立高大会　ベスト４、　学区大会 優勝、　大阪総体 ベスト１６
コスモス杯 優勝

Ｈ２３ 豊能大会（女子）　上級シングルス　３位、上級ダブルス　３位、初級シングルス　３位

Ｈ２５
女子 府大会 団体戦 ベスト３２、個人シングルス ２部 ベスト１６
男子 府大会 団体戦 ベスト１６、個人ダブルス ２部 ２位

Ｈ２２ 春季大会　２部　男子総合５位

Ｈ２５
春季大会２部　男子団体総合 ６位、個人総合 ３位
２部３部大会　２部個人総合 優勝、２部男子団体総合４位

Ｈ２２ 久保田杯　総合優勝（女子優勝・男子準優勝）、　８校対抗陸上競技会　総合優勝（女子優勝・男子３位）

Ｈ２３ 第26回８校対抗陸上競技大会　男子総合３位、女子総合１位、団体総合優勝

Ｈ２５ 大阪総体　３０００ＭＳＣ ベスト１０入り、女子４×４００Ｍリレー・男子５０００Ｍ・男子８００Ｍ出場

Ｈ２２ 高校総体　大阪府中央大会出場

Ｈ２４ なみはやドーム合同練習会（12月・３月）に参加

Ｈ２４
全国高等学校ダンスドリル選手権2012出場　HIPHOPスモール編成部門 全国第３位入賞
第５回日本高校ダンス部選手権地区予選突破　全国大会出場

Ｈ２５
全国高等学校ダンスドリル選手権2013出場　HIPHOPミディアム編成部門 全国第３位入賞
岡山県高等学校総合文化祭ダンス部門に大阪府代表校として出演
大阪府高等学校芸術文化連盟　開会行事ダンス予選会 最優秀賞
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剣道 Ｈ２４ インターハイ大阪府予選　男子団体　ベスト32、　大阪高校総体　男子団体　ベスト32

Ｈ２２ 平成22年全国選手権　大阪大会　３回戦進出、　平成22年秋季大阪大会　３回戦進出

Ｈ２４ 第94回全国高校野球選手権大阪大会　３回戦進出

Ｈ２５ 第95回全国高校野球選手権大阪大会　３回戦進出

卓球 Ｈ２５

５月 大阪高等学校卓球選手権大会　男子学校対抗　５回戦進出　(１１７校中１２位）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　男子ダブルス　４回戦進出・男子シングルス　５回戦進出
８月 大阪高校新人大会　男子シングルス　４回戦進出
11月 大阪総体　団体戦　３回戦進出

放送 Ｈ２５
日常的にリクエストを受け付けて、お昼の放送をしています。
体育祭の放送や、校外での学校説明会、校内でのオープンスクールの司会などでも活躍しています。
代々木アニメーション学院 声優未来オーディション 審査員特別賞

Ｈ２３
大阪府高等学校芸術文化祭　書道部門　入選２名、　第１ブロック（旧１学区）高校書道展出品、　大阪府高校書道展出品、
「刀根山フェスタ」（地域交流）出品

Ｈ２４ 第１ブロック（旧１学区）高校書道展出品、　大阪府高校書道展出品、　「刀根山フェスタ」（地域交流）出品

Ｈ２５
第１ブロック（旧１学区）高校書道展出品、国際高校生選抜書展（書の甲子園） 入選
大阪府高校書道展 出品
「刀根山フェスタ」（地域交流）出品

Ｈ２３
４月　新入生歓迎会、　９月　文化祭、　10月　市民のつどい（豊中市立文化会館）、　11月 第１ブロック（アゼリアホール）、
１月　文化発表会、　２月　支援学校との交流（刀根山支援学校）、　３月　とよの中高クラブセッション（ユーベルホール）

Ｈ２４
４月　新入生歓迎会、　９月　文化祭、　11月 第１ブロック（アゼリアホール）、　12月　交流会（刀根山支援学校）、
１月　文化発表会、　３月　芸術科教員展、刀根山幼稚園お楽しみ会

Ｈ２５
４月 新入生歓迎会、９月と１２月に 蛍池人権まちづくりセンターにて演奏会、１月大阪府高等学校芸術文化連盟　開会行事
出演

Ｈ２２ 大阪吹奏楽コンクール　北摂地区大会　銀賞

Ｈ２４ 第51回大阪吹奏楽コンクール　北摂地区大会　銀賞

Ｈ２５ 大阪吹奏楽コンクール　北摂地区大会　銀賞

Ｈ２４ 第３４回第1ブロック展 佳作、　第６４回高校展　絵画部門　奨励賞

Ｈ２５ 第３５回第１ブロック展　準グランプリ受賞、　第６５回高校展 絵画部門 奨励賞 2点、　芸文祭 絵画部門 入選

文芸 Ｈ２４ オリジナルＰＣゲームソフト作成（シナリオ部分担当）

パソコン Ｈ２５ ＲＰＧ（ロールプレイングゲーム）を作ったり、パラパラ漫画を作ったりしています。プログラムにも挑戦しています。

漫画研究 Ｈ２５ 文化祭等に向けて部誌を作成

演劇 Ｈ２５ 文化祭（９月）、１１月「大阪府高等学校演劇研究大会」、１月文化週間に上演、２月にも上演

Ｈ２３ 「刀根山フェスタ」でお茶席開催、　刀根山幼稚園児と「お茶」を通して交流

Ｈ２４ 「刀根山フェスタ」でお茶席開催、　豊中市「はたちの集い」にガールスカウト共催でお茶席開催

Ｈ２５
４月「入学式 お茶会」PTAと共催、１１月「克明小フェスティバル」お茶会開催予定、「刀根山フェスティバル」お茶会開催、
H26 １月豊中市「はたちの集い」ガールスカウトとお茶会共催、（部員１８名で裏千家の先生に指導いただいています。）

Ｈ２３ 豊中市エコ市民賞受賞

Ｈ２４ 豊中市サイエンスフェスティバル出展

Ｈ２５
能勢町宿野で夏合宿をし、昆虫や水生生物の調査実施、　猪名川水質協議会の水質一斉検査に参加予定。
大阪府高等学校生徒生物研究発表会で、「ナラ枯れの防除」について研究発表。

Ｈ２４ スニーカーエイジーズ 参加、　豊中市高校生軽音楽フェスティバル 参加

H２５ Ｗｅ　aｒe　Sｎeaｋeｒ　Ａｇｅｓ　参加、　豊中市高校生軽音楽フェスティバル 参加

わかばの会 Ｈ２５ 現在休部中（刀根山支援学校との交流）

社会科研究同好会 Ｈ２５ 現在休部中（ギリシャ神話、歴史上の人物の研究　文化祭に研究集の発表）

ムービーサークル Ｈ２５ 現在休部中

Ｈ２４ 豊中市公民館行事にて、子ども向け料理講座手伝い

Ｈ２５ 月に1回活動　クッキーシュークリームやメレンゲクッキーの製作、　蛍池公民館行事にて子ども向け料理講座手伝いや干し
柿作りなど

ESSサークル Ｈ２５ Ｊａｓｏｎ先生と毎週水曜日に英語で話しています。刀根山スピーチコンテスト司会。

中国語サークル Ｈ２５ 文化祭にて例年の展示に加え、地学選択生徒の恐竜作品に中国語と英語と日本語を併記したカードをつけた。

写真同好会 Ｈ２５ 現在４名でカメラの使い方を勉強したり、行事撮影、写真展示を行っている。

韓国語サークル Ｈ２５ 初歩の会話やハングルのしくみなどを学習

Glee Ｈ２５ 毎週水・金曜に練習、　文化祭等の学校行事・地域での交流演奏(１２月に弦楽部等と地域コンサート)等に参加

合唱サークル Ｈ２５ ８月 蛍池人権まちづくりセンターにて弦楽部と小学生対象に合同演奏会
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