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サッカー部
平成 28 年度
関東大会埼玉予選　ベスト 32
埼玉県 1 部 S1 リーグ　8 位

平成 27 年度
全国総合体育大会 ( 国体 ) 　出場
全国総合体育大会埼玉大会　準優勝
全国サッカー選手権埼玉大会　ベスト 16
関東大会埼玉予選　ベスト 32
埼玉県新人戦　ベスト 8
埼玉県 1 部 S1 リーグ　6 位

平成 26 年度
全国総合体育大会埼玉大会　ベスト 16
全国サッカー選手権埼玉大会　ベスト 8
関東大会埼玉予選　ベスト 16
埼玉県新人戦　ベスト 16

ライフル射撃
平成 28 年度 
東日本ライフル射撃競技選手権大会　ジュニア女子エアライフル６位 
関東高等学校ライフル射撃競技大会　女子ビームライフル個人４位　 

平成 27 年度 
全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会　出場 
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ　出場 女子ビームライフル３位 
全日本ライフル射撃競技選手権大会（ビームライフル）　出場 
全日本ライフル射撃競技選手権大会（エアライフル） 　出場　 
東日本ライフル射撃競技選手権大会　ジュニア女子エアライフル８位　 
関東高等学校ライフル射撃競技大会　男子エアライフル個人５位　 
全日本ジュニアビームライフル射撃競技大会　出場 

平成 26 年度 
全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会　男子エアライフル個人３位　 
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ　男子エアライフル５位　女子ビームライフル３位　 
全日本ライフル射撃競技選手権大会（ビームライフル）　女子ビームライフル８位　 
全日本ライフル射撃競技選手権大会（エアライフル）　出場　 
東日本ライフル射撃競技選手権大会 　ジュニア男子エアライフル優勝　 
全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 　男子デジタルピストル８位　 
関東高等学校ライフル射撃競技大会　男子エアライフル個人優勝（大会新）　女子ビームライフル８位 
関東高等学校ライフル射撃競技選抜大会　デジタルピストル男子優勝　男子エアライフル６位陸上競技部

２８年度
学校総合西部地区大会　男子学校対校　優勝（２年連続７回目）
優勝　１６００ｍＲ　１４種目入賞
女子　七種競技　７位
学校総合体育大会陸上競技の部　兼　関東高校陸上競技選手権大会県予選会
・２００ｍ　８位
・４００ｍＨ　８位
埼玉県新人陸上競技選手権大会　兼　関東高校選抜大会県予選会
・男子　学校対校　第２位
・２００ｍ　８位
・走幅跳　　２位
・三段跳　　２位
・砲丸投　　優勝
・円盤投　　優勝・４位
・ハンマー投　７位
・やり投　　２位

平成 27 年度
関東高等学校陸上競技大会　17 年連続 19 回目出場
・男子５０００ｍ 決勝９位
・男子１１０ｍＨ 決勝８位
・男子走幅跳 決勝 12 位
・男子砲丸投 決勝 11 位
・男子円盤投 決勝７位
・男子やり投 決勝 14 位
・男子４００ｍリレー 予５位
・男子１６００ｍリレー 予４位

平成 26 年度
全国高等学校陸上競技対校選手権大会　4 年連続 11 回目出場
・男子走幅跳　出場
・男子やり投　決勝 13 位
関東高等学校陸上競技大会
・男子１００ｍ 準決勝８位
・男子１５００ｍ 予９位
・男子走幅跳 決勝５位
・男子三段跳 決勝 14 位
・男子円盤投 決勝９位
・男子やり投 決勝６位

男子バスケットボール部
平成 28 年度
関東大会出場　３位
埼玉県関東高等学校男子バスケットボール選手権大会県予選　２位
インターハイ　出場
埼玉県インターハイ県予選　2 位
埼玉県ウィンターカップ県２次予選　２位

平成 27 年度
関東大会　出場
埼玉県関東高等学校男子バスケットボール選手権大会県予選　２位
埼玉県インターハイ県予選　3 位
埼玉県ウィンターカップ県２次予選　3 位
新人関東大会　出場
埼玉県新人関東大会県予選　２位

平成 26 年度
埼玉県ウィンターカップ県１次予選　ベスト 8
埼玉県新人関東大会県予選　４位　

空手道部
平成 28 年度
関東大会埼玉県予選会
　　団体形　6 位　個人形　ベスト 10 
全国高等学校総合体育大会埼玉県予選会
　　個人形　ベスト８

平成 27 年度
埼玉県新人大会 団体形　7 位

男子バレーボール部
平成 28 年度　
春季西部支部大会　ベスト 8

平成 27 年度
春高埼玉県大会　ベスト 32
春高西部支部予選　3 位　

平成 26 年度
春季埼玉県大会　ベスト 32
春季西部支部大会　準優勝
春高埼玉県大会　ベスト 32
春高西部支部予選　2 位

弓道部
平成 28 年度
遠的選手権大会 男子個人　３位
埼玉県高等学校遠的大会　
　兼　全国高校選抜遠的弓道大会県予選　男子団体　２位
関東個人選抜大会県予選 男子個人　９位
全国高校選抜遠的弓道大会　男子団体　予選敗退
関東個人選抜大会　男子個人　準決勝敗退

平成 27 年度
学校総合体育大会
　兼　全国高等学校総合体育大会弓道競技　埼玉県予選　男子団体　７位
埼玉県高等学校遠的大会
　兼　全国高校選抜遠的弓道大会県予選　男子団体　５位

平成 26 年度
遠的選手権大会 男子個人　３位　　女子個人　４位
埼玉県高等学校遠的大会
　兼　全国高校選抜遠的弓道大会県予選　女子団体　１位
関東個人選抜大会県予選 男子個人　１位
県民総合体育大会 兼 高校弓道新人戦　男子団体　２位
埼玉県高等学校弓道選手権大会
　兼　全国高等学校選抜弓道大会　埼玉県予選
　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子団体　２位　男子個人　優勝
全国高校選抜遠的弓道大会　女子団体　準優勝
東日本高等学校弓道大会 男子団体（５人制）　ベスト１６
東日本高等学校弓道大会 男子団体（３人制）　予選敗退
全国高等学校選抜弓道大会　男子個人　予選敗退

野球部
平成 28 年度
春季関東大会予選埼玉県大会　ベスト８
全国選手権大会埼玉県予選　ベスト１６

平成 27 年度
春季関東大会予選埼玉県大会　ベスト１６
全国選手権大会埼玉県予選　ベスト８

平成 26 年度
春季関東大会予選埼玉県大会　ベスト１６
全国選手権大会埼玉県予選　４回戦

茶道同好会
平成 28 年度
薫風の茶会（所沢航空公園・彩翔亭にて）    
裏千家三者合同茶会    
英翠茶会（文理祭にて）    狭山市長をお迎えする

平成 27 年度
薫風の茶会（所沢航空公園・彩翔亭にて）    
裏千家三者合同茶会    
所沢西武デパートにて添え釜    
英翠茶会（文理祭にて）    狭山市長をお迎えする
さやま大茶会（県営稲荷山公園にて）    

平成 26 年度
薫風の茶会（所沢航空公園・彩翔亭にて）    
裏千家三者合同茶会    
英翠茶会（文理祭にて）    狭山市長をお迎えする
さやま大茶会（県営稲荷山公園にて）    市政６０周期年

（姉妹都市の米国オハイオ州ワージントン市市長をお迎えする）

書道部
平成 28 年度
第 32 回　成田山全国競書大会　月輪賞　特選日輪賞
高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会（毛筆）
　　　　　　　　　　　　　　　大会奨励賞　日本武道館賞
平成 27 年度
第 31 回　成田山全国競書大会　月輪賞　特選日輪賞
高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会（毛筆）
　　　　　　　　　　　　　　　大会奨励賞　日本武道館賞

合唱部
平成 28 年度
NHK 全国学校音楽コンクール埼玉県大会　銀賞
埼玉県合唱コンクール　金賞　　関東合唱コンクール　銅賞

平成 27 年度
NHK 全国学校音楽コンクール埼玉県大会　銀賞
埼玉県合唱コンクール　銀賞　　
埼玉県ヴォーカルアンサンブルコンテスト　銀賞

平成 26 年度
NHK 全国学校音楽コンクール埼玉県大会　銅賞
埼玉県合唱コンクール　金賞
関東合唱コンクール　銀賞（２年連続で関東大会）
私学文化祭合唱コンテスト　第１位、県知事賞
埼玉県ヴォーカルアンサンブルコンテスト　金賞（５回連続金賞）

西武学園文理高等学校


