
西暦 年号 クラブ名 大会 成績 出来事・行事

1919 大正8年 通常県会にて兵庫県立第三神戸中学校の新設を議決

1920 大正9年 兵庫県第三神戸中学校設立・校舎の新築工事に着手

1921 大正10年 開校式・入学式を行う

1924 大正13年 テニス部 全国大会出場 交友会歌「来れ友」制定

1925 大正14年 テニス部 全国大会出場

1926 大正15・昭和元年 テニス部 全国大会出場 準優勝 第一回卒業式　神撫会結成　神撫臺1号発行

1929 昭和4年 剣道部 全国大会出場

1931 昭和6年 創立10周年記念式・開門章発行

1933 昭和8年 剣道部 団体　全国大会出場

1934 昭和9年 テニス部 全国大会出場 鉄筋新校舎(北校舎)完成

1935 昭和10年 サッカー部 大毎主催中学校ジュニアサッカー大会 優勝

テニス部 シングルス　全国大会出場

1936 昭和11年 テニス部 シングルス　全日本中等学校庭球選手権大会 準優勝 三中校歌「日出づる国」制定

1938 昭和13年 テニス部 ダブルス　全国大会出場

〃 シングルス　全国大会出場

剣道部 団体・個人　全国大会出場　

1940 昭和15年 サッカー部 第22回全国中学校サッカー大会(初出場) 準優勝

剣道部 団体　全国大会出場

1947 昭和22年 サッカー部 第25回全国中学校サッカー大会 準優勝

1948 昭和23年(長田高校) 兵庫県立長田高等学校と校名改称

1949 昭和24年 サッカー部 第28回全国高校サッカー大会 高校第一回・中学第24回卒業式挙行・高校第1回入学式

1950 昭和25年 新聞委員会 全国高校新聞コンクール 6位 創立30周年記念式挙行・新校歌制定

サッカー部 国体出場

1951 昭和26年 女子の制服きまる

1952 昭和27年 サッカー部 全国高校サッカー大会出場 ベスト３

1954 昭和29年 写真部 朝日新聞・阪神高校写真連盟共同主催写真展 朝日賞 神撫臺復刊発行

1955 昭和30年 バスケット部 (男子)全国大会出場 商業科が今年度で廃止決定

テニス部 (男子)全国大会出場

硬式テニス部 (男子)シングルス　全国高校選手権大会

硬式テニス部 (男子)ダブルス　全国高校選手権大会

1956 昭和31年 陸上競技部 (男子)5000ｍ　高校対抗選手権大会

体操部 (男子)徒手(床運動)規定　国体出場 1位

1957 昭和32年 剣道部 (しない競技の部)　国体出場 通信教育部が本校に併設される

水泳部 (男子)100ｍ背泳ぎ　国体出場

1958 昭和33年 体操部 (男子)吊環　全国高校総体出場

1961 昭和36年 卓球部 (男子)団体　全国大会出場 創立40周年記念式挙行　運動場竣工式挙行

卓球部 (男子)ダブルス　全国大会出場 初代近藤校長胸像除幕式

1962 昭和37年 神撫台グランドへの陸橋(夢のかけはし)完成

1963 昭和38年 卓球部 (男子)団体　全国大会出場

〃 (男子)シングルス　全国大会出場

〃 (男子)ダブルス　全国大会出場

1964 昭和39年 山岳部 (男子)全国高校総体出場

1965 昭和40年 硬式テニス部 (男子)ダブルス　全国大会出場 5位 通信制課程　青雲高校として独立

硬式テニス部 (男子)シングルス　全国大会出場

卓球部 (男子)ダブルス・団体　全国大会出場

1966 昭和41年 卓球部 (男子)ダブルス　全国大会出場

軟式テニス部 (男子)ダブルス　全国大会出場 ベスト８

山岳部 (男子)全国高校総体出場 Ｂブロック4位

1967 昭和42年 硬式テニス部 (男子)ダブルス　全国大会出場 5位

1968 昭和43年 陸上競技部 (男子)800ｍ　全国高校総体出場 3位

〃 (男子)800ｍ　国体出場 2位

硬式テニス部 (男子)ダブルス　全国大会出場

〃 (女子)シングルス　全国大会初出場

1969 昭和44年 山岳部 (男子)全国高校総体出場

陸上競技部 (男子)800ｍ　全国高校総体出場 2位

〃 (男子)1600ｍＲ　全国高校総体出場

〃 (男子)400ｍ　国体出場

1970 昭和45年 山岳部 (男子)全国高校総体出場 創立50周年記念式典挙行

1972 昭和47年 卓球部 (男子)シングルス　全国大会出場

1976 昭和51年 サッカー部 全国高校総体出場

1977 昭和52年 卓球部 (男子)ダブルス　全国大会出場

1978 昭和53年 陸上競技部 (男子)400ｍＲ　全国大会出場

水泳部 (女子)400ｍＭＲ　全国大会出場

〃 (女子)個人　200ｍ・400ｍ個人Ｍ　全国大会出場

1979 昭和54年 バトミントン部 (男子)ダブルス　全国高校総体出場

1980 昭和55年 創立60周年記念式典挙行

1981 昭和56年 音楽部 全国高等学校総合文化祭出場

部活動・全国大会　出場記録



1982 昭和57年 軟式テニス部 全国高校総体出場

1983 昭和58年 陸上競技部 (男子)400ｍＨ　ジュニアオリンピック 8位

1984 昭和59年 陸上競技部 (男子)400ｍ　全国大会出場

〃 (男子)400ｍＨ　全国大会出場

〃 (男子)400ｍＨ　ジュニアオリンピック 4位

1985 昭和60年 陸上競技部 (男子)400ｍＨ　全国高校総体出場 6位

1986 昭和61年 陸上競技部 (女子)走高跳　全国高校総体出場

演劇部 全国大会出場

1987 昭和62年 山岳部 (男子)　全国高校総体出場

陸上競技部 (女子)走高跳　全国高校総体出場 2位

〃 (女子)7種競技　全国混成競技大会

放送委員会 アナウンス部門　全国高校放送コンクール 地区優秀賞・奨励賞

1988 昭和63年 水泳部 (男子個人)兵庫県代表メンバー　国体出場

バスケット部 (男子個人)兵庫県代表メンバー　国体出場

陸上競技部 (男子)三段跳　全国高校総体出場

放送委員会 ＮＨＫ全国放送コンクール全国大会 優秀賞

本校2年生全員 開会式マスゲーム　全国高校総体出場

生物部 第34回日本学生科学賞 全国審査3等

家庭クラブ 全国高校ホームプロジェクトコンクール 優秀賞

1989 昭和64年・平成元年 軟式テニス部 (男子)ダブルス　全国大会出場

陸上競技部 (男子)走幅跳　全国ジュニアオリンピック選手権

〃 (男子)400ｍＨ

1990 平成2年 柔道部 (男子)個人95kg級　全国高校総体出場 9位 創立70周年記念式挙行

水泳部 (男子)1500ｍ自由形　全国高校総体出場

陸上競技部 (男子)110ｍＨ　国体出場 優勝

〃 (男子)共通400ｍリレー　国体出場 2位

サッカー部 (男子個人)県選抜ＧＫ 6位入賞

陸上競技部 (男子)八種競技　全国陸上混成競技大会 6位入賞

〃 (女子)400ｍＨ　全国陸上混成競技大会

1991 平成3年 水泳部 (男子)200ｍ平泳ぎ　全国高校総体出場

〃 (男子)200ｍ平泳ぎ　国体出場 4位

〃 (男子)400ｍＭＲ　国体出場 3位

1992 平成4年 陸上競技部 (男子)110ｍＨ　国体出場

〃 (女子)100ｍＨ　国体出場

〃 (女子)400ｍ　国体出場

〃 (男子)八種競技　全国大会出場

水泳部 (男子)少年男子Ａ200ｍ平泳ぎ　国体出場

山岳部 (女子)　全国高校総体出場

(学校全体) 「文の甲子園」全国高等学校作文選手権 敢闘賞

1993 平成5年 水泳部 (男子)100ｍ平泳ぎ　全国高校総体出場

〃 (男子)200ｍ平泳ぎ　全国高校総体出場

〃 (男子)1500ｍ自由形　全国高校総体出場

〃 (男子)400ｍメドレーリレー　全国高校総体出場

〃 (男子)少年男子Ａ200ｍ平泳ぎ　国体出場

〃 (男子)少年男子Ａ400ｍメドレーＲ　国体出場 5位

音楽部 全日本合唱コンクール全国大会 銀賞

書道部 (個人)創作・李益詩　第17回全国高校総合文化祭 文化連盟賞

1994 平成6年 水泳部 (女子)少年女子Ｂ100ｍ背泳ぎ　国体出場 新校舎の第一期工事が完了

〃 (女子)少年女子Ｂ400ｍＭＲ第１泳者　国体出場 10位

音楽部 全国高等学校総合文化祭出場 文化連盟賞

1995 平成7年 数学部 (個人)日本数学オリンピック 阪神・淡路大震災発生　最大時1,586名の避難者を受け入れる

1996 平成8年 書道部 (個人)全国高校書道展(武庫川女子大主催) 特選 昭和の北校舎・生徒集会堂・体育館等の解体撤去工事完了

漫画研究部 第5回まんが甲子園出場

数学部 (個人)日本数学オリンピック 銅賞

1997 平成9年 陸上競技部 (男子)100ｍ　国体出場

〃 (男子個人)4×100ｍＲ兵庫県メンバー　国体出場 5位

水泳部 (男子)50ｍ自由形　全国高校総体出場

1998 平成10年 陸上競技部 (男子)200ｍ　全国高校総体出場

山岳部 (男子)　全国高校総体出場

1999 平成11年 山岳部 (男子)　全国高校総体出場

音楽部 全国高等学校総合文化祭出場 文化連盟賞

数学部 (個人)日本数学オリンピック

2000 平成12年 水泳部 (男子)100ｍ平泳ぎ　全国高校総体出場 80周年記念式典挙行

陸上競技部 (男子)3000ｍ障害　全国高校総体出場 4位

〃 (男子)4×100ｍＲ　全国高校総体出場 5位

〃 (男子)少年男子3000ｍ障害　国体出場 3位

〃 (女子)少年女子400ｍＨ　国体出場 8位

〃 (男子)3000ｍ障害　日本ジュニア陸上競技選手権 5位

2001 平成13年 陸上競技部 (男子)4×400ｍＲ　全国高校総体出場　 優勝



〃 (男子)400ｍ　全国高校総体出場 2位

〃 (男子)少年Ａ400ｍ　国体出場 2位

〃 (男子)1500ｍ　全国高校総体出場

〃 (女子)400ｍ　全国高校総体出場

〃 (女子)400ｍＨ　全国高校総体出場

〃 (女子)4×400ｍＲ　全国高校総体出場

〃 (女子)少年Ｂ女子走幅跳　国体出場 3位

〃 (女子)少年Ａ女子400ｍＨ　国体出場

山岳部 (男子)　全国高校総体出場 6位

2002 平成14年 陸上競技部 (男子)1500ｍ　国体出場 10位

〃 (男子)1500ｍ　全国高校総体出場

〃 (女子)400ｍ　全国高校総体出場

〃 (女子)800ｍ　全国高校総体出場

2003 平成15年 陸上競技部 (女子)400ｍ　全国高校総体出場 3位

〃 (女子)少年Ａ女子走幅跳　国体出場 3位

〃 (女子)走幅跳　全日本ジュニア陸上競技選手権 2位

書道部 (個人)全国高校総合文化祭 文化連盟賞

2004 平成16年 陸上競技部 (男子)少年Ａ男子砲丸投げ　国体出場 6位 神撫会事務所が神撫会館内に移転

〃 (男子)砲丸投げ　全国高校総体出場

〃 (女子)砲丸投げ　全国高校総体出場

〃 (男子)800ｍ　全国高校総体出場

〃 (女子)4×400ｍＲ　全国高校総体出場

山岳部 (男子)全国高校総体出場

ダンス部 全日本高校・大学ダンスフェスティバル 入選

物理部 Super Computer Contest 2004 4位

書道部 全国高校生美術祭　書の部 奨励賞

〃 〃 佳作

2005 平成17年 陸上競技部 (男子)400ｍＨ　全国高校総体出場 8位

〃 (男子)400ｍ　全国高校総体出場

〃 (女子)走幅跳　全国高校総体出場

山岳部 (男子)　全国高校総体出場

音楽部 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール出場 優良賞

物理部 パソコン甲子園2005

書道部 全国高等学校書道展 佳作

〃 第6回高校生美術祭 佳作

〃 第14回毎日新聞社主催国際高校生選抜書展 入選

〃 第10回全日本高校大学書道展 優秀賞

ダンス部 全日本高校・大学ダンスフェスティバル

2006 平成18年 陸上競技部 (男子)400ｍ　全国高校総体出場 4位

〃 (男子)4×400ｍＲ　全国高校総体出場　

〃 (女子)走幅跳　全国高校総体出場 2位

〃 (女子)走幅跳　アジア・ジュニア大会出場 2位

〃 (男子)少年男子Ａ400ｍ　国体出場 6位

〃 (女子)少年女子Ｂ走幅跳　国体出場 1位

山岳部 (男子)　全国高校総体出場

ダンス部 全日本高校・大学ダンスフェスティバル 審査員賞

物理部 スーパーコンピューティングコンテスト2006

〃 数学・理科甲子園2006 3位

ＥＳＳ 全国中高電子辞書洋楽翻訳選手権 佳作

2007 平成19年 陸上競技部 (女子)走幅跳　全国高校総体出場 優勝

〃 (女子)100ｍ　全国高校総体出場 2位

〃 (女子)800ｍ　全国高校総体出場

〃 (女子)ジュニア女子800ｍ　日本ジュニア陸上選手権 6位

〃 (男子)1500ｍ　全国高校総体出場

〃 (男子)5000ｍ競歩　全国高校総体出場 5位

〃 (男子)砲丸投げ　全国高校総体出場

〃 (男子)少年男子共通5000ｍ競歩　国体出場 5位　兵庫県新記録

水泳部 (男子)少年男子400ｍFR　400ｍＭＲ　国体出場

〃 (女子)200ｍ個人Ｍ　全国高校総体出場

バレー部 (男子)兵庫県メンバー　国体出場 5位

物理部 パソコン甲子園2007本戦プログラミング部門出場

2008 平成20年 陸上競技部 (女子)少年女子共通走幅跳　国体出場 優勝

〃 (女子)走幅跳　日本ジュニア・ユース選手権 優勝

〃 (女子)100ｍ　　日本ジュニア・ユース選手権

〃 (男子)1500ｍ　全国高校総体出場 7位

水泳部 (女子)200ｍ自由形　全国高校総体出場

〃 (男子)少年男子Ｂ100ｍ背泳ぎ　国体出場

〃 (男子)400ｍＲ　400ｍＭＲ　国体出場

山岳部 (男子)　全国高校総体出場

特別賞(独創的な発想・舞台美術の工夫に対して）

4位　情報処理学会コンピューターサイエンス領域奨励賞

優勝　兵庫県高校新記録



音楽部 ＮＨＫ全国音楽コンクール出場 優良賞

文芸部 (個人)高校生部門・小説　田辺聖子文学館ジュニア文学賞 最優秀賞

2009 平成21年 陸上競技部 (男子)少年Ｂ円盤投げ　国体出場 新型インフルエンザによる休校(5.18～5.22)

水泳部 (男子)400ｍＭＲ　国体出場

〃 (男子)200ｍ平泳ぎ　国体出場

〃 (女子)200ｍ自由形　国体出場

ダンス部 全日本高校・大学ダンスフェスティバル 入選

2010 平成22年 山岳部 (女子)　全国高校総体出場 90周年記念式典挙行

陸上競技部 (男子)少年Ｂ男子走幅跳　国体出場 4位 神撫会館(旧第三神戸中学校図書館)登録有形文化財となる

〃 (女子)少年Ｂ女子走幅跳　国体出場

〃 (男子)砲丸投・円盤投　日本ユース陸上競技選手権大会 2位

〃 (男子)1年男子走幅跳　日本ユース陸上競技選手権大会

〃 (女子)1年女子走幅跳　日本ユース陸上競技選手権大会

水泳部 (男子)100ｍ背泳ぎ　全国高校総体出場

ダンス部 全日本高校・大学ダンスフェスティバル 入選

2011 平成23年 山岳部 (女子)　全国高校総体出場

陸上競技部 (女子)走幅跳び　全国高校総体出場

〃 (男子)円盤投　全国高校総体出場 7位

〃 (男子)円盤投　国体出場 6位

ダンス部 全日本高校・大学ダンスフェスティバル 入選

美術部 年賀状甲子園

2012 平成24年 陸上競技部ＯＢ (男子)マラソン　ロンドンオリンピック大会出場

陸上競技部 (男子)走幅跳　全国高校総体出場 9位

〃 (男子)少年男子Ａ走幅跳　国体出場

〃 (女子)走幅跳　全国高校総体出場

ダンス部 全日本高校・大学ダンスフェスティバル 入選

音楽部 全日本合唱コンクール全国大会出場 銅賞

美術部 年賀状甲子園2013年コンテスト　イラスト部門 優勝

2013 平成25年 陸上競技部 (女子)100ｍH　全国高校総体出場 人文・数理探究類型クラスを設置

山岳部 (男子)　全国高校総体出場

〃 (女子)　全国高校総体出場

ダンス部 全日本高校・大学ダンスフェスティバル 入選

卓球部 (男子)シングルス　全国高等学校選抜卓球大会

文芸部 (個人)詩部門　全国高等学校総合文化祭

2014 平成26年 陸上競技部 (女子)800ｍ　全国高校総体出場

〃 (女子)800ｍ　日本ジュニア陸上競技選手権大会出場 7位

山岳部 (男子)　全国高校総体出場

〃 (女子)　全国高校総体出場

ダンス部 全日本高校・大学ダンスフェスティバル 入選

2015 平成27年 水泳部 (男子)100ｍ自由形　全国高校総体出場 学区再編により「第一学区」となる

陸上競技部 (女子)100ｍ　全国高校総体出場

〃 (女子)100ｍＨ　日本ジュニア陸上競技選手権大会出場

山岳部 (男子)　全国高校総体出場

山岳部 (女子)　全国高校総体出場 2位

卓球部 (男子)シングルス　全日本卓球選手権大会ジュニアの部出場

ダンス部 全日本高校・大学ダンスフェスティバル 入選

2016 平成28年 野球部 第88回選抜高等学校野球大会出場

陸上競技部 (女子)100ｍＨ　日本ユース陸上選手権大会出場

山岳部 (男子)　全国高校総体出場

山岳部 (女子)　全国高校総体出場 8位

ダンス部 全日本高校・大学ダンスフェスティバル出場

2017 平成29年 陸上競技部 (女子)100ｍＨ　全国高校総体出場

〃 (女子)Ｕ20女子100ｍH　Ｕ20日本陸上競技選手権大会出場

〃 (女子)400ｍＨ　全国高校総体出場

〃 (女子)2000ｍ障害　全国高校総体出場

〃 (男子)Ｕ18男子走幅跳　Ｕ20日本陸上競技選手権大会

〃 (男子)少年男子Ｂ走幅跳　国体出場 8位

山岳部 (女子)　全国高校総体出場 9位

ダンス部 全日本高校・大学ダンスフェスティバル 入選

2018 平成30年 陸上競技部 (男子)Ｕ18走幅跳　Ｕ18日本陸上競技選手権大会出場

〃 (男子)Ｕ18　200ｍ　Ｕ18日本陸上競技選手権大会出場 6位

〃 (女子)Ｕ18　400ｍＨ　Ｕ18日本陸上競技選手権大会出場 2位

〃 (男子)スプリントトライアスロン　全国高等学校陸上競技選抜大会

〃 (女子)600ｍ　全国高等学校陸上競技選抜大会出場

器械体操部 (男子)団体総合　全国高等学校体操競技選抜大会 6位

山岳部 (女子)　全国高校総体出場 9位

音楽部 全国高等学校総合文化祭出場 文化連盟賞

文芸部 (個人)詩部門　全国高等学校総合文化祭

文芸部 (個人)散文部門　全国高等学校総合文化祭



ダンス部 全日本高校・大学ダンスフェスティバル　創作コンクール部門 入選

2019 平成31年・令和元年 陸上競技部 (男子)走幅跳　全国高校総体出場 5位

〃 (男子)200ｍ　全国高校総体出場

〃 (女子)400ｍＨ　全国高校総体出場

〃 (男子)少年Ａ男子走幅跳　国体出場

〃 (男子)五種競技　全国高等学校陸上競技選抜大会出場 6位

〃 (男子)2000ｍ障害　全国高等学校陸上競技選抜大会出場 5位

山岳部 (男子)　全国高校総体出場 7位

〃 (女子)　全国高校総体出場 5位

ダンス部 全日本高校・大学ダンスフェスティバル 神戸市長賞

音楽部 全日本合唱コンクール全国大会出場 銅賞

文芸部 文芸部門　部誌部門　全国高等学校総合文化祭

2020 令和2年 新型コロナウイルスによる休校(３．３～５．１７)　入学式中止

100周年記念式典挙行


