
令和３年度 部活動成績
【バレーボール】　

男子 愛知県高校総体名北支部予選 １回戦出場

愛知県選手権名北支部予選 １回戦出場

全日本バレーボール高校選手権名北予選 １回戦出場

女子 愛知県高校総体名北支部予選 ２回戦出場

愛知県選手権名北支部予選 ２回戦出場

全日本バレーボール高校選手権名北予選 １回戦出場

【サッカー】

愛知県高校総体名北支部予選 ２回戦出場

東尾張リーグ 出場

愛知県選手権 ２回戦出場

【バスケットボール】

男子 愛知県高校総体名北支部予選 ３回戦出場

オール名北 １回戦出場

オール愛知 １回戦出場

女子 愛知県高校総体名北支部予選 １回戦出場

オール名北 １回戦出場

オール愛知 １回戦出場

【ハンドボール】

男子　　　 愛知県高校総体名北支部予選 ２回戦出場

愛知県選手権名北予選 １回戦出場

春日井市ハンドボールサマーカップ ８位

女子　　　 愛知県高校総体名北支部予選 １回戦出場

愛知県選手権名北予選 １回戦出場

春日井市ハンドボールサマーカップ ７位

【テニス】

男子 愛知県高校総体名北支部予選

シングルス ブロックベスト４ 小島

ダブルス ブロックベスト４ 小島・上田

団体戦 2回戦出場

瀬戸地方高校生新人テニス大会

シングルス 準優勝 上田

愛知県ジュニアテニス選手権大会

シングルス ベスト８ 上田

ベスト８ 山北

ダブルス ベスト８ 上田・鈴木瞬

愛知県高校新人名北支部予選

シングルス ベスト４ 上田

ベスト４ 鈴木瞬

女子 愛知県高校総体名北支部予選

シングルス ブロック準優勝 尾関

ブロック準優勝ベスト４ 山田優

ダブルス フロック優勝（県大会出場） 山田優・尾関

団体戦 5位（県大会出場）

愛知県高校総体

ダブルス 1回戦出場 山田優・尾関

団体戦 2回戦出場

瀬戸地方高校生新人テニス大会

シングルス 優勝 山田　果

ダブルス ３位 松井・松本

愛知県高校新人体育大会名北予選

シングルス ブロック優勝（県大会出場） 尾関



ブロック４回戦進出（ベスト４） 松井

ブロック３回戦進出（ベスト８） 山田果

ブロック３回戦進出（ベスト８） 北林

ブロック３回戦進出（ベスト８） 伊藤梨

ブロック３回戦進出（ベスト８） 杉浦

団体戦 １０位

【ラグビー】 愛知県高校総体 １回戦出場

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

【バドミントン】

男子 愛知県高校総体名北支部予選

団体 ベスト８

シングルス ４回戦進出（ベスト３２） 柴田

３回戦進出 田中

２回戦出場 後藤、中野、本田、東山

１回戦出場 大矢

ダブルス ６回戦（ベスト１６　県大会出場） 田中・柴田

４回戦出場 大矢・後藤、田沼・宇田

中野・東山

３回戦出場 櫛田・清水謙、西尾・日比野

黒川・志水、本田、清水亮

２回戦出場 川添・石渡、土田・加藤

長江・上田、米山・久野

亀渕・大島潤、大島太・服部

永田・池戸、瀧本・羽根

愛知県高校総体

ダブルス 2回戦出場 田中・柴田

新人戦名北予選

シングルス ４回戦出場（ベスト３２） 柴田

２回戦出場 大島、桑原、杉浦、清水、服部

１回戦出場 池戸、久野

ダブルス ５回戦出場（ベスト３２） 柴田・杉浦

４回戦出場 清水・服部、櫛田・石渡

３回戦出場 桑原・池戸、川添・安田、日比野・長江

大島・上田、久野・西尾

２回戦出場 濱林・牧野、米山・永田、岩外・酒井

瀧本・寺田、西・野田

1回戦出場 深谷・鈴木、船戸・加藤

団体 ２回戦出場

女子 愛知県高校総体名北支部予選

団体 ベスト８

シングルス ４回戦出場（ベスト32） 中尾

３回戦出場 伊藤環、久保田、中村、平井、藤井

２回戦出場 野々川

１回戦出場 山本、金澤

ダブルス ５回戦出場（ベスト32） 中尾・平井

４回戦出場 伊藤環・藤井、鈴木・伊藤小

野々川・久保田

３回戦出場 金澤・山本、梅田・神谷

２回戦出場 中村・靏、田中・関守、岩田・和田、

都築・天野、柳生・江波

１回戦出場 前野・和田



愛知県高校新人体育大会名北予選

団体 ベスト８

シングルス ３回戦出場 平井、水野

２回戦出場 伊藤、神谷

１回戦出場 梅田、鈴木、山本、和田

ダブルス ２回戦出場 前野・田中、柳生・関守、都築・浅野

３回戦出場 江波・天野、丹羽・溝呂木

４回戦出場 山本・和田、神谷・梅田、鈴木・伊藤

６回戦ベスト１６（県大会出場） 平井・水野

【卓球】

男子 愛知県高校総体名北予選

団体 ６位（県大会出場）

愛知県高校総体

団体 ベスト１６

国民体育大会予選県予選

個人 県大会出場 山内、鈴木

名北選手権

団体 ２回戦出場

個人 ベスト１６ 山内

ベスト３２ 鈴木

女子 愛知県高校総体名北予選

団体 ５位（県大会出場）

個人 ベスト８（県大会出場） 森井

ベスト１６（県大会出場） 真野

ベスト２０（県大会出場） 長谷川

愛知県高校総体

個人 ３回戦出場 長谷川

国民体育大会愛知県予選

個人 ３回戦出場 真野

２回戦出場 長谷川

名北選手権

団体 ８位

個人 ベスト８ 長谷川

ベスト１６ 真野

ベスト３２ 堀

愛知県高校新人体育大会名北予選

団体 ２位（県大会出場）

【水泳】

愛知県高校総体名北支部予選 出場 中、清水、佐藤、浦、鈴村、大岩

石橋、丹羽、水田、関谷、桂川

川上、山内、中村、菅瀬、根萩

犬飼

６位入賞（県大会出場） 村越

愛知県高校総体 出場(33位） 村越

名古屋地区高校水泳競技大会 出場 佐藤、浦、鈴村、大岩

石橋、丹羽、水田、関谷、桂川

川上、山内、中村、菅瀬、根萩

犬飼、村越

新人体育大会名北予選 出場 佐藤、浦、鈴村、大岩

石橋、丹羽、関谷、桂川

川上、山内、中村、菅瀬、犬飼

７位（県大会出場） 水田



８位（県大会出場） 村越

愛知県新人体育大会 出場（20位） 村越

出場（31位） 水田

【剣道】

男子 高校総体名北支部予選会

団体 1回戦出場

個人 ３回戦出場 山﨑

１回戦出場 横川、市川、草川

全尾張夏季剣道大会

団体 ３回戦出場（ベスト８）

愛知県高校新人体育大会名北予選

個人 １回戦出場 佐野、秋田、古川

女子 高校総体名北支部予選会

団体 1回戦出場

個人 １回戦出場 小鹿、森田、石橋、佐野

全尾張夏季剣道大会

団体 １回戦出場

愛知県高校新人体育大会名北予選

個人 5位 県大会出場 石橋

【陸上競技】

男子 愛知県高等学校総合体育大会陸上競技大会名古屋南北予選会 

800m 舟橋 1位 県大会出場 走高跳 高橋 2位 県大会出場

倉知 3位 県大会出場 三段跳 伊藤佑 1位 県大会出場

加藤将 5位 県大会出場 横山 5位 県大会出場

1500m 田島 3位 県大会出場 砲丸投 米澤 3位 県大会出場

倉知 6位 県大会出場 ハンマー投 米澤 1位 県大会出場

舟橋 10位 井上 3位 県大会出場

5000m 田島 2位 県大会出場

山口 4位 県大会出場 総合の部 優勝

110ｍＨ 伊藤佑 5位 県大会出場 トラックの部 3位

3000mSC 山口 1位 県大会出場 フィールドの部 2位

愛知県高等学校総合体育大会

1500m 田島 12位 3000mSC 山口 3位 東海大会出場

5000m 田島 11位 砲丸投 米澤 7位

山口 17位 ハンマー投 井上 9位

名古屋地区夏季陸上・名古屋地区選手権

800m 舟橋 3位 走高跳 髙橋 8位

800m 倉知 7位 ハンマー投 米澤 2位 県大会出場

110mH 横井 3位 ハンマー投 井上 5位

5000mW 尾上 7位 県大会出場 ハンマー投 丹羽 8位

5000mW 鳥居 8位

東海高等学校総合体育大会

3000mSC 山口　大貴 9位

愛知陸上競技選手権

1500m 田島 出場 ハンマー投 米澤 15位

5000mW 尾上 出場

名古屋南北学年別陸上競技大会

ジュニア800m 倉知 8位 ジュニアハンマー投丹羽 4位

ジュニア3000mW鳥居 優勝 1年円盤投 丹羽 4位

ジュニア3000mW加藤瑛 3位 1年800m 地案 5位

ジュニア走高跳 髙橋 優勝（大会新） 1年走高跳 金森 8位

ジュニア三段跳 伊藤 4位 1年110mJH 横井 6位

愛知県高等学校新人対校陸上競技大会名古屋南北支部予選会



800m 倉知 2位 県大会出場 5000mW 加藤瑛 2位

800m 地案 6位 県大会出場 走高跳 髙橋 2位 県大会出場

1500m 倉知 3位 県大会出場 三段跳 伊藤 3位 県大会出場

1500m 加藤将 7位 ハンマー投 井上 優勝 県大会出場

1500m 地案 8位 ハンマー投 丹羽 2位 県大会出場

5000m 鳥居 5位 県大会出場

110mH 髙橋 優勝 県大会出場 総合の部 2位

110mH 伊藤 4位 県大会出場 トラックの部 3位

3000mSC 加藤将 7位 フィールドの部 3位

5000mW 鳥居 優勝 県大会出場

愛知県高等学校新人体育大会

110mH 髙橋 3位 東海大会出場 ハンマー投 井上 7位

5000mW 鳥居 優勝 東海大会出場

走高跳 髙橋 2位 東海大会出場 トラックの部 7位

東海高等学校新人体育大会

110mH 髙橋 7位入賞

5000mW 鳥居 8位入賞

走高跳 髙橋 10位

愛知県高等学校駅伝競走大会 8位入賞

女子 愛知県高等学校総合体育大会陸上競技大会名古屋南北予選会 

400m 大谷 3位 県大会出場 5000mW 三浦萌乃果 1位 県大会出場

800m 上田 1位 県大会出場 走高跳 木全 5位 県大会出場

1500m 三浦萌々子 1位 県大会出場 棒高跳 高野 3位 県大会出場

上田 5位 県大会出場 4×100mR 大谷・辻・此下・木全 5位 県大会出場

三浦萌乃果 6位 県大会出場 4×400mR 大谷・辻・此下・上田 3位 県大会出場

3000m 三浦萌々子 1位 県大会出場

100mH 辻 2位 県大会出場 総合の部 3位

400mH 辻 1位 県大会出場 トラックの部 優勝

大谷 4位 県大会出場 フィールドの部 8位

愛知県高等学校総合体育大会

1500m 三浦萌々子 10位 5000mW 三浦萌乃果 3位 東海大会出場

3000m 三浦萌々子 11位 棒高跳 高野 6位

100mH 辻 優勝 東海大会出場

400mH 辻 3位 東海大会出場 トラックの部 5位

名古屋地区夏季陸上・名古屋地区選手権

800m 上田 5位 5000mW 三浦萌乃果 優勝 県大会出場

1500m 三浦萌々子 優勝 県大会出場 棒高跳 高野 2位 県大会出場

100mYH 木全 5位 三段跳 高野 7位

400mH 大谷 3位 県大会出場

東海高等学校総合体育大会

100mH 辻　和佳奈 3位 全国大会出場

400mH 辻　和佳奈 6位 全国大会出場

5000mW 三浦　萌乃果 5位 東海大会入賞

愛知陸上競技選手権

1500m 三浦萌々子 9位 5000mW 三浦萌乃果 7位 東海大会出場

100mH 辻 8位 東海大会出場 4×400mR 高野・上田・梅村・木全 出場

400mH 辻 3位 東海大会出場 棒高跳 高野 14位

400mH 大谷 出場

国体少年選考

300mH 辻 2位 3000mW 三浦萌乃果 2位

名古屋南北学年別陸上競技大会

ジュニア800m 上田 2位 ジュニアハンマー投田中 4位

ジュニア棒高跳 高野 2位 1年1500ｍ 梅村 優勝



ジュニア棒高跳 髙瀬 4位 1年1500ｍ 塚本 7位

ジュニア走高跳 木全 4位 1年砲丸投 田中 5位

全国高等学校総合体育大会
100mH 辻　和佳奈
400mH 辻　和佳奈 準決勝進出

愛知県高等学校新人対校陸上競技大会名古屋南北支部予選会

800m 上田 優勝 県大会出場 三段跳 木全 優勝 県大会出場

800m 梅村 2位 県大会出場 三段跳 高野 3位 県大会出場

1500m 上田 優勝 県大会出場 ハンマー投 田中 優勝 県大会出場

1500m 梅村 2位 県大会出場

1500m 塚本 4位 県大会出場 総合の部 3位

5000mW 塚本 3位 県大会出場 トラックの部 3位

走高跳 木全 2位 県大会出場 フィールドの部 2位

愛知県高等学校新人体育大会

1500m 上田 6位 東海大会出場 棒高跳 高野 6位 東海大会出場

1500m 梅村 7位 東海大会出場 ハンマー投 田中 8位

5000mW 塚本 9位

東海高等学校新人体育大会

1500m 梅村 6位入賞

1500m 上田 12位

棒高跳 高野 13位

愛知県高等学校駅伝競走大会 10位入賞

【野球】

第78回尾東大会 ベスト８

全国高等学校野球選手権大会愛知大会（夏の大会） 1回戦出場

愛知県高等学校野球選手権大会（秋季県大会） 1回戦出場

第79回尾東大会 ベスト８

【ソフトボール】

高校総体名北支部予選会 決勝トーナメント出場（第５位）

尾張旭市民大会 優翔

オール尾張女子ソフトボール選手権 2回戦出場

新人戦名北支部予選 決勝トーナメント出場（ベスト８）

【囲碁・将棋】

全国高校将棋選手権大会愛知県大会

団体 ２回戦出場

個人 ４回戦出場 安藤、田邉

２回戦出場 川越

愛知県高等学校囲碁選手権大会

個人 出場 曽根、住田

愛知高文祭囲碁大会

出場 曽根、住田、犬飼、吉川

東海三県高校将棋大会

団体戦 出場

将棋新人大会　愛知県大会 ３回戦出場 川越

２回戦出場 藤巻

１回戦出場 吉川、佐野、鈴木

【音楽】

吹奏楽コンクール東尾張地区大会 東海予選の部　　金賞

高等学校文化連盟名北大会 地区代表　県大会出場

尾張旭市民音楽祭 出演

【合唱】

第30回高文連合唱祭 出場

尾張旭市民音楽祭 出演



【ダンス】

日本高校ダンス部選手権東海大会 スモールクラス入賞（全国大会出場）

日本高校ダンス部選手権 全国大会　11位


