
平成30年度 部活動成績
【バレーボール】　

男子 新人戦名北支部予選 4位（県大会出場）

女子 高校総体名北支部予選会 3位（県大会出場）

バレーボール愛知県選手権大会 3位（県大会出場）

【テニス】

女子 高校総体名北支部予選会

シングルス ブロック優勝（県大会出場） 斎藤

新人戦名北予選会

シングルス ブロック優勝（県大会出場） 斎藤

ダブルス ブロック準優勝 斎藤・吉野

【ラグビー】

高校総体県大会 ベスト4

福井国体 鈴木 7位

全国大会予選 ベスト4

新人戦県大会 4位（東海大会出場）

【水泳】

競泳男子 県高等学校選手権名北予選会

200mバタフライ 勝尾 （県大会出場）

県高等学校新人体育大会名南北予選会

総合 8位

200mバタフライ 勝尾 7位（県大会出場）

100mバタフライ 高山 （県大会出場）

200m背泳ぎ 宇佐美 （県大会出場）

400m自由形 中村 （県大会出場）

100m自由形 文原 （県大会出場）

100m背泳ぎ 笹山 （県大会出場）

400mフリーリレー 中村・高山・勝尾・文原 （県大会出場）

400mメドレーリレー 宇佐美・高山・勝尾・文原 （県大会出場）

　　  女子 県高等学校新人体育大会名南北予選会

総合 7位

200mバタフライ 小川 5位（県大会出場）

100m平泳ぎ 山本 4位（県大会出場）

100m自由形 吉村 （県選手権出場）

水球男子 県高等学校新人体育大会 3位

【卓球】

男子 高校総体名北支部予選会

団体 3位（県大会出場）

シングルス 大城 （県大会出場）

江東 （県大会出場）

澤村 （県大会出場）

ダブルス 大城・江東組 （県大会出場）

澤村・吉野組 （県大会出場）

東海選手権 江東 出場（推薦）

名古屋OP（後藤杯） 江東 出場（推薦）

全国選抜　愛知県予選 江東 準優勝

名北選手権

シングルス 江東 優勝

名古屋市選手権

シングルス 江東 優勝



【剣道】

男子 新人戦名北支部予選

個人 落合 ベスト8（県大会出場）

【陸上競技】

男子 高校総体名北支部予選会

200m 大崎 5位（県大会出場）

400mH 林 2位（県大会出場）

1600mR 水谷・大崎・山田・林 4位（県大会出場）

ハンマー投 森江 3位（県大会出場）

高校総体県大会

400mH 林 3位（東海大会出場）

高校総体東海大会

400mH 林 4位（全国大会出場）

愛知県選手権名古屋地区予選会

400mR 山田・西山・辻丸・大崎 3位（県選手権出場）

愛知県選手権大会

400mH 林 7位（東海大会出場）

東海高校総体

400mH 林 4位（全国大会出場）

全国高校総体

400mH 林 準決勝進出

名南北学年別陸上競技大会

1年200m 山田 3位

1年400m 山田 優勝

西山 2位

新人名北予選会

総合 5位

100m 大崎 5位（県大会出場）

200m 大崎 5位（県大会出場）

西山 6位（県大会出場）

400m 水谷 4位（県大会出場）

800m 曽根 5位（県大会出場）

400mH 水谷 2位（県大会出場）

5000ｍW 松野 6位（県大会出場）

400mR 山田・西山・辻丸・大崎 2位（県大会出場）

1600mR 水谷・大崎・辻丸・山田 2位（県大会出場）

ハンマー投 成瀬 3位

名古屋地区選手権

1600mR 山田・西山・大崎・辻丸 3位

　 U18日本選手権

高校男子招待リレー 山田・水谷・辻丸・大崎 7位

女子 高校総体名北支部予選会

400mH 平松 6位（県大会出場）

三段跳 岩田 5位（県大会出場）

砲丸投 平岩 2位（県大会出場）

木下 3位（県大会出場）

円盤投 平岩 3位（県大会出場）

木下 6位（県大会出場）

ハンマー投 木下 優勝（県大会出場） （大会新）

平岩 3位（県大会出場）

高校総体県大会

砲丸投 平岩 4位（東海大会出場）

ハンマー投 木下 4位（東海大会出場）



高校総体東海大会

砲丸投 平岩 15位

ハンマー投 木下 8位

東海高校総体

ハンマー投 木下 8位

砲丸投 平岩 15位

愛知県選手権名古屋地区予選会

5000m 佐藤 5位（県選手権出場）

1600mR 片山・平松・諸橋・成瀬 7位（県選手権出場）

愛知県選手権大会

3000mSC 諸橋 6位（東海大会出場）

砲丸投 平岩 2位（東海大会出場）

木下 5位（東海大会出場）

円盤投 平岩 8位（東海大会出場）

ハンマー投 木下 5位（東海大会出場）

名南北学年別陸上競技大会

ジュニア三段跳 岩田 優勝

ジュニア ハンマー投 木下 優勝（大会新）

平岩 2位

名富 6位

新人名北予選会

総合 3位

三段跳 岩田 3位（県大会出場）

砲丸投 木下 優勝（県大会出場）

名富 4位（県大会出場）

円盤投 平岩 優勝（県大会出場）

ハンマー投 木下 優勝（大会新・県大会出場）

平岩 2位（大会新・県大会出場）

名富 5位（県大会出場）

新人県大会

砲丸投 木下 6位（東海大会出場）

ハンマー投 平岩 優勝（東海大会出場）

木下 3位（東海大会出場）

U18日本選手権大会

ハンマー投 木下 6位（全国入賞）

【ソフトボール】

高校総体名北支部予選会 4位（県大会出場）

【囲碁・将棋】

全国高校囲碁選手権大会愛知県大会

個人 3位 堀田

【軽音楽（旧 ＥＭＣ）】

尾張旭市全児童館こども祭りボランティア

尾張旭市立西部保育園・渋川児童館ボランティア

尾張旭市立平子児童館夏祭りボランティア

【茶華道】

福祉マインドフェア尾張旭2018

【音楽】

愛知県吹奏楽コンクール東尾張地区大会 銀賞

尾張旭市渋川校区地域ふれあい敬老事業

名北地区吹奏楽フェスティバル

愛知県アンサンブルコンテスト東尾張地区大会

木管七重奏 銀賞

サクソフォン四重奏 銀賞



金管八重奏 金賞（県大会出場）

愛知県アンサンブルコンテスト県大会

金管八重奏 銀賞

【合唱】

総合学校法人菊武学園稲葉保育園　ボランティア

愛知県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 銀賞

【報道】

名北支部　高校生の写真展 鵜飼 審査員特別賞

尾張旭市渋川校区地域ふれあい敬老事業

第70回全国植樹祭あいち2019,200日前イベントみどりとひかりのハーモニー

【文芸同好会】

第17回りんり俳句大会　2学期　高校生の部 伊藤 銀賞


