
H25年度 部活動成績及び活動報告 【ハンドボール】

男子 総体名北予選　　２回戦進出
【バレーボール】　

男子 総体名北予選　 ４位　（県大会出場） 女子 総体名北予選　　１回戦出場
総体県大会　　　 ベスト３２
愛知県選手権名北予選 ２回戦進出
瀬戸市民大会 ２位
全日本選手権名北予選 ７位

女子 総体名北予選　 ６位　（県大会出場） 【卓球】
オール名北大会 １回戦出場 男子 総体名北予選　　 団体　 ３回戦進出
総体県大会　　　 ベスト３２ シングルス　 ４回戦進出

ダブルス　 ２回戦進出
【バスケットボール】 国民体育大会県１次予選名北予選 シングルス 県大会出場 五十里

男子 総体名北予選　 １回戦出場 国民体育大会県1次予選 シングルス ３回戦進出 五十里
名北支部予選 １回戦出場 年末卓球新人大会 シングルス ブロック準優勝 五十里
オール名北 ベスト８ ダブルス　 ブロック準優勝 五十里・岸組
ALL AICHI ２回戦進出 女子 総体名北予選　　 シングルス　 ４回戦進出 市村、大城

女子 総体名北予選　 ベスト８ ダブルス　 ４回戦進出 加藤・杉浦組
オール名北大会 １回戦出場 国民体育大会県一次予選国体名北予選
オール愛知大会 １回戦出場 シングルス 県大会出場 大城

尾張旭市一万人卓球大会 大城 優勝
【バドミントン】 新人戦名北予選 シングルス ４回戦進出 大城

男子 総体名北予選　　 団体　 ２回戦進出 名北卓球選手権大会 学校対抗戦 ７位
ダブルス　 ４回戦進出　楊・川合 シングルス ４回戦進出 杉浦

新人戦名北予選 団体　 １回戦出場 尾張旭市卓球競技会 大城 優勝
シングルス ３回戦進出　加藤輝 尾張旭市市長杯争奪卓球大会 大城 優勝
ダブルス　 ４回戦進出　松川・小澤 市村 ３位

３回戦進出　加藤輝・中島、伊藤・早川 年末卓球新人大会 シングルス ３回戦出場 大城
第４９回愛知県高等学校学年別大会 瀬戸地方ダブルス卓球選手権大会 準優勝 大城・杉浦組

２年シングルス ５回戦進出 松川
３回戦進出 加藤輝

１年シングルス ３回戦進出 早川、小林
２年ダブルス ４回戦進出 松川・小澤組 【剣道】

３回戦進出 加藤輝・中島組 男子 金鯱旗争奪高校剣道大会 団体　１回戦出場
１年ダブルス ４回戦進出 繁昌・小林組 総体名北予選　　 個人　１回戦出場　伊藤、鷹城

３回戦進出 早川・伊藤組 新人戦名北予選 団体　ベスト８
女子 総体名北予選　　 団体　 １回戦出場 個人 ２回戦進出 坂本

新人戦名北予選 団体　 ２回戦進出 １回戦出場 野倉
シングルス ３回戦進出 熊田 名北支部１年生大会 団体　２回戦進出
ダブルス ４回戦進出　野田・玉井組 個人　１回戦出場　矢野・加藤

３回戦進出 豊重・谷川組、近藤・溝田組、 女子 金鯱旗争奪高校剣道大会 団体　１回戦出場
石川・遠藤組 総体名北予選　　 個人　　１回戦出場 清水

ｼﾞｭﾆｱ交流大会 新人の部 ベスト８ Aチーム、Bチーム、Cチーム ２回戦進出　山田
学年別大会 １年シングルス ３回戦進出 赤塚、栗本 新人戦名北予選 団体 １回戦出場　

２年シングルス ４回戦進出 安藤 個人 ベスト８ 八木(県大会出場）
３回戦進出 熊田 ２回戦進出 森田

１年ダブルス ５回戦進出 栗本・水野組、赤塚・小林な組 １回戦出場 山田
４回戦進出 櫻井・柴田組 名北支部1年生大会 団体 １回戦出場
３回戦進出 江本・小寺組 個人 ２回戦進出 森田

２年ダブルス ３回戦進出 玉井・野田組、石川・遠藤組、 ベスト８ 八木
安藤・熊田組



【サッカー】 【陸上】
総体名北予選　２回戦進出 女子 総体名北予選 走り幅跳び ４位 川瀬（県大会出場）
東尾張地区１部リーグ　 準優勝（県リーグ昇格） ４×４００ｍＲ ６位 辻・川瀬・金田・塚田（県大会出場）
新人戦名北予選 ６位 総体県大会　　 予選落ち

愛知県選手権 三段跳び 予選出場 川瀬、濱口
　【ラグビー】 ４×４００ｍＲ 予選出場 辻・金田・三坂・松本

総体県大会　ベスト１６ 名南北学年別 １年走り高跳び ７位 池谷
第９３回全国高等学校ラグビーフットボール大会愛知県大会ベスト１６ １年やり投げ ８位 池谷
新人戦名北支部予選 ５位（県大会出場） ｼﾞｭﾆｱ４００ｍＨ ４位 金田

ｼﾞｭﾆｱ三段跳び ７位 濱口
【陸上】 全国高校選抜 三段跳び 予選出場 川瀬

男子 総体名北予選 ２００ｍ ８位 佐治（県大会出場） 新人戦名北予選 ４００ｍ ７位 金田（県大会出場）
４００ｍ 優勝 佐治（県大会出場） ４００ｍＨ ８位 辻
４００ｍ ４位 伊藤（県大会出場） 走り高跳び ５位 池谷（県大会出場）
３０００ｍSC ８位 長江 三段跳び ７位 濱口
４×４００ｍR ５位 鳥居・伊藤・大島・佐治 ４×１００ｍR ４位 三坂・八坂・辻・金田　

（県大会出場） （県大会出場）
総体県大会　　 ２００ｍ・４００ｍ 準決勝 佐治 その他予選落ち ４×４００ｍR ６位 金田・辻・三坂・加藤
愛知県選手権 ４００ｍ 準決勝 佐治 （県大会出場）

４×４００ｍＲ　 予選出場 森・佐治・柴田・篠田 新人県大会 予選落ち
名南北学年別 １年４００ｍ ６位 森 名古屋地区選手権 三段跳び ７位 濱口　

２年４００ｍ 優勝 佐治
２年８００ｍ ８位 篠田
２年やり投げ ５位 黒野 【ソフトボール】

新人戦名北予選 ２００ｍ ４位 佐治（県大会出場） 総体名北予選　　 ６位
４００ｍ　　　　　　 優勝 佐治（県大会出場） 新人戦名北予選 ４位 （県大会出場）
４００ｍ ７位 森 選手権大会 １回戦出場
８００ｍ ８位 篠田 オール尾張大会 ３回戦進出
やり投げ ５位 黒野（県大会出場） 新人戦県大会 ベスト８
４×４００ｍＲ　 ４位 森・佐治・柴田・篠田

（県大会出場） 【野球】
新人戦県大会 ４００ｍ　　　　　　 ３位 佐治（東海大会出場） 全尾張高等学校野球選手権　第６２回尾東大会 ３回戦進出

その他予選落ち 第９５回全国高等学校野球選手権愛知大会 １回戦出場
新人東海大会 ４００ｍ　　　　　　 ５位 佐治 第６６回愛知県高等学校野球選手権大会名古屋地区一次予選出場
日本ユース選手権 ４００ｍ　　　　　　 予選出場 佐治 全尾張高等学校野球選手権　第６３回尾東大会 ３回戦進出
名古屋地区選手権 ４００ｍ　　　　　　 ４位 佐治

３０００ｍSC ５位 長江
瀬戸市地方近郊駅伝出場
県高校駅伝出場



【テニス】 【水泳部】
男子 総体名北予選　 団体　 ２回戦進出 女子 新人戦予選会 総合６位

シングルス　　 ブロックベスト８ ４００ｍメドレーリレー　 ８位 小島・石井・後藤・加藤（県大会出場)
ダブルス　　　 ブロックベスト８ ４００ｍリレー　 ８位 小島・酒井・石井・加藤（県大会出場)

新人戦名北予選 シングルス　　 ブロックベスト８ １００ｍ平泳ぎ　 ７位 小島（県大会出場)
ダブルス ブロックベスト８ ４００ｍ個人メドレー　 ３位 石井（県大会出場)

２００ｍ個人メドレー 加藤（県大会出場)
女子 総体名北予選　 団体　 ２回戦進出 新人戦県大会 ４００ｍメドレーリレー　 小島・石井・後藤・加藤

シングルス　　 ブロック準優勝 生野 ４００ｍリレー　 小島・酒井・石井・加藤
ダブルス　　　 ブロックベスト４ 生野・水谷組 １００ｍ平泳ぎ　 小島

新人戦名北予選 団体 ６位　（県大会出場） ４００ｍ個人メドレー　 ５位 石井
シングルス　　 ブロックベスト４ 幸島、岸上 ２００ｍ個人メドレー 加藤
ダブルス ブロックベスト４ 石田・加藤組、 名古屋地区大会 ４００ｍメドレーリレー　 ８位 小島・石井・後藤・加藤

幸島・河合組 １００ｍ平泳ぎ　 ８位 小島
新人戦県大会 ２回戦進出　　 ベスト１６ ２００ｍ個人メドレー ６位 石井

２００ｍ平泳ぎ　 ７位 長田
【水泳部】

男子 総体予選会 １００ｍ平泳ぎ 五十川（県大会出場）
総体県大会 １００ｍ平泳ぎ 五十川
新人戦予選会 総合６位

４００ｍ個人メドレー ３位 井上（県大会出場）
１００ｍ平泳ぎ ６位 五十川（県大会出場） 【音楽部】
１００ｍ自由形 渡辺(県大会出場） 吹奏楽コンクール東尾張地区大会出場

新人戦県大会 ４００ｍ個人メドレー 井上 高文連吹奏楽専門部県大会出場
１００ｍ平泳ぎ 五十川 高文連吹奏楽フェスティバル(名北支部）出場
１００ｍ自由形 渡辺 アンサンブルコンテスト東尾張地区大会 打楽器６重奏 金賞

名古屋地区大会 ２００ｍ平泳ぎ　 ２位 五十川 クラリネット８重奏 銀賞
女子 総体予選会 ４００ｍメドレーリレー 石井・小島・佐藤・林（県大会出場） サキソフォン５重奏 銀賞

４００ｍリレー 石井・加藤・小島・秦野（県大会出場） 金管８重奏 金賞
５０ｍ自由形 小島（県大会出場）
１００ｍ平泳ぎ 小島（県大会出場） 【合唱部】
４００ｍ個人メドレー　 ４位 石井（県大会出場） NHK全国学校音楽コンクール（愛知県コンクール） 奨励賞
２００ｍ個人メドレー　 ６位 石井（県大会出場） 愛知県合唱コンクール 奨励賞

総体県大会 ４００ｍメドレーリレー 石井・小島・佐藤・林
４００ｍリレー 石井・加藤・小島・秦野
５０ｍ自由形 小島
１００ｍ平泳ぎ 小島
４００ｍ個人メドレー　 ９位 石井
２００ｍ個人メドレー　 ９位 石井

【報道部】
NHK放送コンテスト出場
高校生の写真展出場
高校生総合文化祭出場

【ダンス同好会】
平成２５年度尾張旭市市民祭ステージ発表参加


