
滋賀短期大学附属高等学校（旧：滋賀女子高等学校）女子バスケットボール部  ３０年間の戦績
【歴代戦績】

平成２年度 平成３年度 平成４年度 平成５年度 平成６年度 平成７年度 平成８年度 平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度
春季総合体育大会 ベスト１２ ベスト２０ ベスト８ 優勝 準優勝 ３位 ３位 優勝 ベスト８ ３位 ４位 準優勝 優勝 ３位 優勝
インターハイ県予選 ３位 優勝 ３位 ３位 準優勝 優勝 優勝 ／ ／ ／ ／ ／ ／
県民体育大会（夏） ベスト８ ベスト８ ３位 ３位 優勝 ３位 ３位 ３位 ３位 優勝 ３位 優勝 優勝 優勝（台風） 優勝
秋季総合体育大会 ベスト１２ 準優勝 準優勝 優勝 ３位 ３位 優勝 優勝 準優勝 準優勝 ３位 準優勝 優勝 準優勝 優勝
近畿高校新人大会県予選 ４位 準優勝 優勝 ３位 準優勝 準優勝 優勝 準優勝 ４位 準優勝 準優勝 ベスト８ 準優勝 準優勝
（平成１９年度～県民体育大会）

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
春季総合体育大会 準優勝 優勝 優勝 優勝 優勝 優勝 優勝 優勝 優勝 優勝 優勝 準優勝 優勝 優勝 優勝
インターハイ県予選 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
県民体育大会（夏） 準優勝 優勝 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
秋季総合体育大会 準優勝 優勝 優勝 優勝 優勝 優勝 優勝 優勝 優勝 優勝 優勝 優勝 優勝 準優勝 準優勝
近畿高校新人大会県予選 優勝 優勝 準優勝 優勝 優勝 優勝 優勝 優勝 優勝 準優勝 優勝 優勝 準優勝 優勝 優勝
（平成１９年度～県民体育大会）

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

平成２年度 平成３年度 平成４年度 平成５年度 平成６年度 平成７年度 平成８年度 平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度
全国高校総体大会　   宮城 静岡 宮崎 栃木 富山 鳥取 山梨 京都 高知 岩手 岐阜 熊本 茨城 長崎 島根

(戦　績） １回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退
(対戦相手） 足羽 市立船橋 市立前橋 山形商業 昭和学院

全国高校選抜大会・ウインターカップ   東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京
(戦　績） ベスト１６ ２回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退 ２回戦敗退

(対戦相手） 新潟中央・松江商業・広島皆実 三沢商業・北中城 北中城 岐阜女子 佐久長聖
近畿選手権大会      兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 兵庫 大阪 京都 滋賀

(戦　績） ２回戦敗退 １回戦敗退 ベスト１６ 1回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退 ベスト１６ １回戦敗退 ベスト８
(対戦相手） 平城・樟蔭東 羽衣学園 池田北・甲子園 甲子園 大塚 汎愛 園田 信愛・飛翔館 羽衣学園 市尼・奈良女・夙川

近畿高校新人大会   兵庫 京都 滋賀 奈良 関西大震災 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 兵庫 大阪 京都 滋賀
(戦　績） １回戦敗退 ベスト８ のため １回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退 ベスト８ １回戦敗退 １回戦敗退

(対戦相手） 鳥羽 信愛・樟蔭東 大会中止 夙川学院 鳴尾 京都明徳 鳴尾 樟蔭東 奈文短・甲子園 奈良女子 園田
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
全国高校総体大会　   千葉 大阪 佐賀 埼玉 大阪 沖縄 秋田 石川 大分 千葉 京都 広島 福島 愛知 鹿児島

(戦　績） １回戦敗退 ２回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退 ２回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退 ２回戦敗退 １回戦敗退 ２回戦敗退 １回戦敗退 ２回戦敗退 １回戦敗退
(対戦相手） 津幡 広島皆実・富岡東 昭和学院 札幌山の手 広島観音・明成 明星学園 東京学館新潟 いなべ総合・埼玉栄 札幌山の手 東海第三・富士学苑 就実 佐賀北・安城学園 韮崎

全国高校選抜大会・ウインターカップ   東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 広島 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京
(戦　績） ２回戦敗退 ２回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退 ２回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退 ２回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退

(対戦相手） 英明 英明 金沢総合 小林 湯沢北・中村学園 福大若葉 土浦日大 新潟中央 金沢総合 倉吉北・薫英女学院 松江商業 白鴎大学足利
近畿選手権大会      奈良 和歌山 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪

(戦　績） ベスト８ １回戦敗退 ベスト８ １回戦敗退 ３位 ３位 ３位 １回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退 ベスト８ １回戦敗退 １回戦敗退 ベスト８ １回戦敗退
(対戦相手） 生駒・園田・樟蔭東 神戸龍谷 信愛・奈文化・須磨学 夙川学院 神戸星城・奈良文化・市立尼崎・京都精華 神戸龍谷・樟蔭東・奈良女子・薫英女学院 汎愛・西宮・豊島 桜宮 堺東 神戸龍谷 海南・豊島・市立尼崎 神戸龍谷 明浄学院 星林・平城・薫英女学院 神戸龍谷

近畿高校新人大会   奈良 和歌山 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪
(戦　績） １回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退 準優勝 １回戦敗退 ベスト８ １回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退 ベスト８ １回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退

(対戦相手） 樟蔭東 大塚 京都明徳 須磨学園 羽衣学園 奈良文化・明浄学院・桜宮・薫英女学院 夙川学院 夙川学院・豊島 市立尼崎 薫英女学院 京都精華女子 和歌山信愛・京都精華学園 薫英女学院 神戸龍谷 大塚
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

【戦績合計】
優勝回数 ２位 ベスト４ ベスト８ 出場回数 優勝 ２位 ベスト４ ベスト８ ３回戦 ２回戦

春季総合体育大会（インターハイ予選） 17 4 5 2 18 0 0 0 0 0 5
インターハイ県２次予選 17 0 0 0 0 1 6
(平成２年度～平成１０年度) 25 0 0 3 5 － 2 ※３回戦はなし
県民体育大会（夏） 7 1 7 2 25 0 1 0 4 － － ※２回戦・３回戦はなし
秋季総合体育大会 17 9 3 1
近畿高校新人大会県予選
（平成１９年度～県民体育大会）

1 3 0

14 11 3 5

全国高校総体大会　   
全国高校選抜大会・ウインターカップ   

近畿選手権大会      
近畿高校新人大会   

3


