
平成23年度 部活動等 活動状況
○ 陸上競技部

4/3 大阪陸上競技協会 第１回記録会
4/9～10 大阪陸上競技協会 第２回記録会
4/16～17 大阪高校 １・２地区 記録会
4/29 大阪高校 第２地区 第１回記録会
5/3～4 第64回大阪インターハイ地区予選会
5/27･28･29第64回大阪インターハイ選手権大会
7/17 大阪高校 第２地区 第２回記録会
7/21･22 第65回大阪高校総体地区予選会
8/5 第46回大阪実業高校総体 1500m １位
8/16･17･18大阪高校総体
9/11 大阪高校 第２地区 第３回記録会
10/2 大阪高校 第２地区 第４回記録会
10/15･16 大阪高校 １・２地区 秋期大会
○ 卓球部

5/1 第64回大阪高等学校選手権大会 学校対抗の部
5/3 第64回大阪高等学校選手権大会 シングルスの部
8/3 全日本卓球選手権大会 大阪府予選会
8/11 第46回大阪実業高校総体 男子学校対抗の部３位

男子シングルⅡ部３位
8/17 第64回大阪高等学校新人大会 学校対抗の部
8/18 第64回大阪高等学校新人大会 シングルスの部
11/3 第66回大阪高等学校総合体育大会
1/9 第14回大阪高等学校チャレンジカップ
1/15 第38回全国高等学校選抜大会 シングルスの部
○ バスケットボ－ル部

1/23 第58回大阪高校新人大会 西地区大会 準優勝
1/30 第58回大阪高校新人大会 ベスト16
5/7 第63回全国高校総体大阪府予選 ベスト16
8/13 大阪府実業高等学校総合体育大会 優勝
9/11 第65回大阪高校総体 ベスト16
○ 野球部

5/15 大阪工業高等学校野球会春季大会 準優勝
3/29～6/12春季大会大阪府予選 １回戦
7/15 第93回全国高校野球選手権大会大阪大会 １回戦
8/9～9/17 大阪工業高等学校野球会秋季大会 ３回戦
9/18 秋季大会大阪府予選 ２回戦
○ 柔道部

6/18 第60回全国大会大阪府予選会 団体
6/19 第60回全国大会大阪府予選会 個人
7/28 第66回大阪府高等学校総合体育大会 団体
7/29 第66回大阪府高等学校総合体育大会 個人
11/19 第61回大阪高等学校新人柔道大会 団体
11/20 第61回大阪高等学校新人柔道大会 個人
○ ラグビ－部

1/24 第62回近畿高等学校ラグビーフットボール大会
大阪府予選 ベスト４

4/25 第66回大阪高校総体１部リーグ ３位
11/7 第91回全国高校ラグビーフットボール大会

大阪府予選 ベスト８
10/24 第46回大阪実業高校総体 優勝
○ 硬式テニス部

3/31～4/5 大阪高等学校春季テニス大会 シングルス３回戦
ダブルス ２回戦

5/1 大阪高等学校春季テニス大会 団体の部 ４回戦
8/2～7 大阪高等学校総合テニス大会ｼﾝｸﾞﾙｽ ４回戦
8/13～27 大阪実業高等学校総合テニス大会

ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝、ﾀﾞﾌﾞﾙｽ本戦１回戦、団体３位
○ 水泳部

6/12 春季河北大会 男子総合６位
6/19 大阪高校総体地区大会
8/2～4 大阪高校対抗選手権水泳競技大会
8/28 秋季河北大会 男子総合４位
9/10 大阪府実業高等学校総合体育大会水泳大会

男子総合 優勝
9/17～18 大阪高校新人水泳競技大会
○ 剣道部

1/23 新人大会 個人戦 ２回戦
1/29 新人大会 団体戦 ２回戦
4/24 大阪公立高校大会 ２回戦
5/7 大阪北部高校春季剣道大会 ２回戦
6/5 全国高校総体予選 個人戦 １回戦
6/11 全国高校総体予選 団体戦 ２回戦
8/28 大阪実業高校総体 団体戦 ３位

個人戦（初段以下の部）２位
8/14 夏季正思剣道大会 団体戦予選リーグ１勝１敗
11/5 大阪高校総体 団体戦 １回戦
11/27 秋季正思剣道大会 団体戦予選リーグ１勝１敗
○ ハンドボール部

4/29 第65回春季総合体育大会北ﾌﾞﾛｯｸ 予選リーグ２位
8/13 第65回秋季総合体育大会 ４回戦敗退
8/20 大阪府実業高等学校総合体育大会 準優勝

10/30 第63回大阪高校新人大会北ﾌﾞﾛｯｸ 予選リーグ３位
○ サッカ－部

3/19～7/16大阪Ｕ－18サッカーリーグ2011
4/17 大阪高校春季サッカー大会兼全国総体予選兼

近畿高校選手権府予選 ２回戦
6/19 大阪府立実業高等学校総合体育大会 ２回戦
8/28 大阪高校総合体育大会兼

全国高校サッカー選手権大会大阪府予選 １回戦
1/8～ 大阪高校新人サッカー大会
○ バレーボール部

休部中
※運動部全体
第４６回府立実業高校総体で総合第１位

○ 吹奏楽部
8/13 第50回大阪府吹奏楽コンク－ル 特別演奏
8/29 第61回関西吹奏楽コンク－ル 金賞関西代表
9/12 第24回大阪府マ－チングコンテスト金賞大阪代表
9/23 第39回関西マーチングコンテスト 金賞関西代表
10/23 第59回全日本吹奏楽コンク－ル 金賞受賞
11/21 第24回全日本マーチングコンテスト 金賞受賞
1/21･22 第40回記念グリーンコンサート 於ザ・シンフォニーホール

○ 放送部
10/17 体育祭
○ 自動車部

6/5 豊橋エコハイ エコハイ部門 第13位
11/23 エコデン バッテリー部門 第57位
○ 電研部

8/2 ものづくりコンテスト電子回路組み立て部門 近畿大会３位
9/17 ビュートロボコン 高校生の部 １・２・３位

一般の部 ２・４位
○ アマチュア無線部

７月 国家試験第３級アマチュア無線技士 １年生２名合格

11/5・6 文化祭 アマチュア無線の紹介と展示

○ 美術部
8/9～14 第63回大阪府高等学校美術工芸展

優秀賞１ 奨励賞５
10/17 体育祭・文化祭看板制作
11/5・6 文化祭トンボ玉体験
12/16～27 第２学区大阪北ブロック高等学校美術・工芸展出品
2/11 第３ブロック生徒実技研修（ﾄﾝﾎﾞ玉ﾊﾞｰﾅｰﾜｰｸ参加）

○ 文芸部
11/5・6 文化祭で春の部と文化祭会誌の配布
○ フォークソング部

11/5 文化祭 出演
○ グリ－クラブ（男声合唱）

8/28 第22回大阪府合唱コンクール 大阪府代表 金賞
9/23 第66回関西合唱コンク－ル 銅賞
1/15 第26回定期演奏会 於いたみホール
○ ロボット研究部

11/27 第13回マイコンカーラリー近畿地区大会
Basic class 団体 ２位

個人 ３位, ベスト16 １台
Advanced class 個人 ベスト８ １台

1/9 ジャパンマイコンカーラリー2012 全国大会
Advanced Class ２台出場
Basic class １台出場

○ 情報総合研究同好会
11/5・6 文化祭 作品展示発表

○ 機械研究同好会
7/30～31 旋盤技術競技会大阪大会 ２位
8/4～5 旋盤技術競技会近畿大会 出場
8/26 技能検定３級機械加工（普通旋盤作業） ７人合格
9/30 技能検定２級機械加工（普通旋盤作業） １人合格
11/5・6 文化祭 作品展示
○ 電気工事研究同好会

6/18 平成23年度ものづくりコンテスト大阪大会
（電気工事部門） ９位・10位

6/25 若年者ものづくり大会 近畿 ３位
10/25 第39回電気工事技能競技大会

高校生の部 優秀賞（第２位）
10/22～23 産業教育フェア 電気系

系出展物の屋内配線モデル制作
○ メカトロニクス系課題研究（３年）

9/25 第23回高校生ロボット相撲近畿大会
高校生の部 自立型 ２台出場

ラジコン型 １台出場
○ 演劇同好会

7/19 大阪府高校生演劇フェスティバル 出演
10/30 地区大会出場
11/6 文化祭出演
1/15 北摂高校生演劇フェスティバル出演


