
平成29年度 部活動成績
【バレーボール】　

男子 総体名北予選　 第７位
愛知県選手権名北予選 第４位（県大会進出）
全日本選手権名北予選 ２回戦進出
新人戦名北予選 ２回戦進出

女子 総体名北予選 第３位（県大会進出）
愛知県選手権名北予選 準優勝（県大会進出）
瀬戸市民大会高校の部女子 優勝
全日本選手権名北予選 ２回戦進出
名北選手権 準優勝
新人戦名北予選 優勝（県大会進出）

【サッカー】
総体名北予選 ３回戦進出
東尾張地区１部リーグ 第４位 　
新人戦名北予選 ２回戦進出

【テニス】 　
男子 総体名北予選 団体 １回戦出場

ダブルス　 ブロックベスト４　 古川・佐藤ペア
新人戦名北予選 団体 ３回戦進出

シングルス ブロックベスト８ 谷野、中島、鈴村
ダブルス ブロックベスト８ 赤塚・増田ペア、亀山・菊田ペア

女子 総体名北予選 団体　 ２回戦進出
シングルス　ブロックベスト４　 齋藤、白石、小出

新人戦名北予選 団体 ６位（県大会進出）
シングルス ブロック優勝　 斎藤（県大会進出）

ブロック準優勝　　　 白石
ブロックベスト４ 安孫子、三辻

ダブルス ブロックベスト４ 安孫子・山岡ペア
県ジュニア新人大会　　シングルス ブロック優勝　 斎藤（本戦進出）
県ジュニア選手権 シングルス ブロック優勝　 斎藤（本戦進出）

シングルス ブロックベスト４　 白石
【バスケットボール】

男子 総体名北予選 ２回戦進出
オール名北 ３回戦進出
オール愛知 ２回戦進出
新人戦名北予選 ２回戦進出

女子 総体名北予選 ２回戦進出
オール名北 ２回戦進出
オール愛知 1次トーナメントブロック優勝　 ２次トーナメント進出
全国高校選手権大会県大会 ２次トーナメント出場
新人戦名北予選 ２回戦進出

【陸上競技】 　
男子 名古屋地区競技会 400m　 土谷　 ８位

ハンマー投 森江 ３位
吉田 ５位

国体選考強化普及競技会 200m 中村　 ８位
総体名北予選 100m 中村 優勝 （県大会進出）

200m 中村 優勝 （県大会進出）
400m 土谷 ３位 （県大会進出）
400ｍH 林 ５位 （県大会進出）

山口 ６位 （県大会進出）
4×100mR 大崎・土谷・山口・中村 ３位 （県大会進出）
4×400mR 土谷・中村・山口・林 ４位 （県大会進出）
三段跳 山下 ６位 （県大会進出）
ハンマー投 森江 ５位 （県大会進出）

吉田 ７位
総体県大会 100m 中村 ３位 （東海大会進出）
県選手権名古屋地区予選 100m 中村 シード（県大会進出）

200m 中村 シード（県大会進出）
400mH 林 シード（県大会進出）
4×100mR 大崎・中村・山口・藤田 シード（県大会進出）
4×400mR 河田・林・高田・大崎 シード（県大会進出）
ハンマー投 森江 ５位

名南北学年別 １年100m 大崎 ２位
１年200m 大崎 ２位 　
１年1500m 曽根 ８位
２年800m 山田 ５位
ジュニア400mH 林 優勝

河田 ７位
ジュニアハンマー投 森江 ２位

直江 ８位



新人戦名北予選 男子総合８位 　
400ｍ 　 林 　 ２位 （県大会進出）
800m 山田 ６位 （県大会進出）

　 400mH 林 優勝 （県大会進出） 　
4×400mR 大崎・林・水谷・高田 ７位 （県大会進出）
ハンマー投 森江 優勝 （県大会進出）

直江 ５位
新人戦県大会 400m 林 優勝 （東海大会進出）

ハンマー投 森江 ６位 （東海大会進出）
名古屋地区選手権 400mH 林 ５位

4×400mR 大崎・林・水谷・山田 ８位
新人東海大会 400mH 林 ２位

ハンマー投 森江 １７位
県高校駅伝 小林・伊藤・尾上・曽根・浅野・山田・松野 ４２位

女子 名古屋地区競技会 800m 有働 ５位
1500m 有働 ６位
400mH 平松 ５位
ハンマー投 池田 １位

国体選考強化普及競技会 800ｍ 有働 ５位
砲丸投 平岩 ４位
ハンマー投 池田 ３位

総体名北予選 800ｍ 有働 ３位 （県大会進出）
1500m 有働 ３位 （県大会進出）

佐藤 １０位
3000m 有働 ５位 （県大会進出）
400mH 平松 ６位 （県大会進出）
走幅跳 廣瀬 ６位 （県大会進出）
三段跳 廣瀬 ８位
砲丸投 平岩 ２位 （県大会進出）

木下 ４位 （県大会進出）
円盤投 平岩 ８位
ハンマー投 池田 優勝 （大会記録） （県大会進出）

加藤 ３位 （県大会進出）
総体県大会 800ｍ 有働 ６位 （東海大会進出）

ハンマー投 池田 ６位
砲丸投 平岩 ７位

県選手権名古屋地区予選 800ｍ 有働 シード（県大会進出）
1500m 有働 シード（県大会進出）
5000m 佐藤 ４位
400mH 平松 ３位 （県大会進出）

片山 ８位 （県大会進出）
4×400mR 平松・有働・片山・成瀬 ３位 （県大会進出）
砲丸投 平岩 シード（県大会進出）

木下 １位 （県大会進出）
円盤投 平岩 ７位 （県大会進出）
ハンマー投 池田 シード（県大会進出）

加藤 シード（県大会進出）
平岩 ２位

県選手権 3000mSC 佐藤 ６位 （東海選手権進出）
砲丸投 平岩 ６位 （東海選手権進出）

名南北学年別 １年砲丸投 平岩 ２位
木下 ３位

１年円盤投 平岩 ２位
２年3000m 佐藤 ４位
ジュニア400mH 平松 ４位

片山 ７位
ジュニアハンマー投 木下 ３位

東海選手権 3000mSC 佐藤 ６位



新人戦名北予選 女子総合６位・フィールド３位
1500m 佐藤 ７位
3000m 佐藤 ８位
400ｍH 　 片山 ３位 （県大会進出）

平松 ５位 （県大会進出）
4×400mR 平松・片山・成瀬・新井 ４位 （県大会進出）
砲丸投 平岩 ２位 （県大会進出）

木下 ３位 （県大会進出）
円盤投 平岩 ４位 （県大会進出）
ハンマー投 木下 ２位 （県大会進出）

新人戦県大会 砲丸投 平岩 ３位 （東海大会進出）
砲丸投 木下 ４位 （東海大会進出）
ハンマー投 木下 ８位

名古屋地区選手権 1500m 佐藤 ８位
5000m 佐藤 ８位
三段跳 岩田 ７位
砲丸投 平岩 ３位

木下 ５位
新人戦東海大会 砲丸投 平岩 １０位

木下 １１位
【バドミントン】

男子 総体名北予選 団体　 ３回戦進出 ベスト８
ダブルス　 ３回戦進出 猪・小澤
シングルス ３回戦進出 服部

新人戦名北予選 団体　 ２回戦進出
ダブルス　 ３回戦進出 八巻・山口組 　

４回戦進出 吉川・品田組（ベスト３２） 　
シングルス ３回戦進出 品田

４回戦進出 井村（ベスト３２）
学年別大会名北予選 １年ダブルス ３回戦進出 増田・水野組

４回戦進出 池嵜・瀬尾組、伊藤・冨岡組
６回戦進出 井村・奥原組（ベスト３２）

１年シングルス ３回戦進出 井村
２年ダブルス ３回戦進出 中崎・吉川組
２年シングルス ３回戦進出 瀧本、中崎、吉川

女子 総体名北予選 団体　 １回戦出場
ダブルス ５回戦進出 浜崎・兼松組

４回戦進出 坂屋・日下組
３回戦進出 酒向・三輪組、辻川・島本組、繁昌・青井組

シングルス ３回戦進出 坂屋、酒向
新人戦名北予選 団体　 ２回戦進出

ダブルス ４回戦進出 酒向・坂屋組
２回戦進出 溝口・磯村組、水野・林組、

長芝・辻川組、三輪・日下組
　 シングルス ３回戦進出 坂屋、三輪、酒向

２回戦進出 日下、澤村
学年別大会名北予選 １年ダブルス ２回戦進出 近藤・長江組

１年シングルス ３回戦進出 近藤
２回戦進出 長江、秋田

２年ダブルス ５回戦進出（ベスト32） 酒向・坂屋組
３回戦進出 鳥本・林組
２回戦進出 澤村・長芝組

２年シングルス ４回戦進出 坂屋
３回戦進出 鳥本、三輪、水野、酒向
２回戦進出 林、磯村

【ハンドボール】
男子 総体名北予選 ８位

サマーカップ春日井大会 １回戦出場
１年生大会 １回戦出場
新人戦名北予選 １回戦出場
名古屋地区大会Ａブロック ２回戦進出

女子 総体名北予選 １回戦出場
サマーカップ春日井大会 ３回戦進出
１年生大会 予選リーグ出場
新人戦名北予選 １回戦出場
名古屋地区大会Ｂブロック ２回戦進出



【卓球】
男子 総体名北予選 団体　 第３位 （県大会進出）

ダブルス 加賀屋・大城組 ベスト１６ （県大会進出）
シングルス 大城 ベスト１６ （県大会進出）

総体県大会 団体　 ベスト８
ダブルス 加賀屋・大城組 ２回戦進出
シングルス 大城 ２回戦進出

中部日本卓球選手権愛知県本選 シングルス 江東 ベスト３２
愛知県高等学校卓球リーグ５部 第２位　
東海卓球選手権大会愛知県予選 シングルス 大城、澤村、江東 予選通過（本戦進出）
名北卓球選手権大会 団体 第２位　

シングルス 大城 準優勝
江東 第３位　
澤村 ベスト８
吉野 ベスト１６

名古屋市高校選手権 シングルス 江東 ベスト３
大城 ベスト１６
余語 ベスト３２

愛知県高等学校卓球リーグ４部 第１位
夏季卓球新人大会 シングルス 太田 ４回戦進出
総体新人戦名北予選 団体 第３位　 （県大会進出）
総体新人戦県大会 団体 第６位 （東海大会進出）

女子 総体名北予選 団体 第３位　 （県大会進出）
ダブルス 西山・甲野組 ベスト８ （県大会進出）
シングルス 甲野 第２位　 （県大会進出）

総体県大会 団体 １回戦出場
ダブルス 西山・甲野組 ベスト１６
シングルス 甲野 ２回戦進出

愛知県高等学校卓球リーグ４部 第２位　
春季卓球新人大会 西山 準優勝
名北卓球選手権大会 団体 第７位　
名古屋市高校選手権 シングルス 佐田 ４回戦進出
愛知県高等学校卓球リーグ３部 第５位
秋季卓球新人大会 シングルス 佐田、元木、長江 ４回戦進出

ダブルス 小泉・小林組 ４回戦進出
新人戦名北予選 団体 ２回戦進出

【ラグビー】
総体名北予選 （県大会進出）
高校総体県大会 第3位 　
高校セブンズ県大会 第３位 　
全国ラグビーフットボール大会愛知県大会 ベスト4
愛知県高等学校新人体育大会県大会 第４位

【剣道】   
男子 金鯱旗争奪高校剣道大会 ２回戦進出

総体名北予選 団体 １回戦出場
個人 杉山周 １回戦出場

杉山彰 ２回戦進出
全尾張高校夏季大会 　 団体 １回戦出場
新人戦名北予選 団体 １回戦出場

個人 山本 ２回戦進出
中根 １回戦出場

名北支部１年生大会 個人 加藤 １回戦出場
小倉 １回戦出場

名南北戦 団体 １回戦出場
女子 金鯱旗争奪高校剣道大会 １回戦出場

総体名北予選 団体 １回戦出場
個人 宇野 ３回戦進出

山崎 ２回戦進出
全尾張高校夏季大会 団体 ４回戦進出

個人 山崎 ３位
新人戦名北予選 団体 ２回戦進出

個人 山崎 ３回戦進出
杉本 １回戦出場

名北支部１年生大会 団体 ２回戦進出
個人 大橋 １回戦出場

渡邉 １回戦出場
名南北戦 団体 １回戦出場



【水泳】
男子 名古屋地区大会 200ｍ背泳ぎ 玉腰 ８位

新人戦名南北予選 400m個人メドレー 宇佐美 （県大会進出）
中村 （県大会進出）
髙山 （県大会進出）

200m背泳ぎ 玉腰 ８位（県大会進出）
200mバタフライ　 勝尾 （県大会進出）
200m個人メドレー 𠮷村 （県大会進出）
名古屋北支部男子総合　 ８位

【野球】
平成29年度春季名古屋地区予選 一次予選出場
第99回全国高等学校野球選手権愛知大会 １回戦出場
平成29年度秋季名古屋地区予選 一次予選出場
第71回尾東大会 ベスト８

【ソフトボール】 　
新人戦名北予選 　 予選グループ３位
オール尾張大会 １回戦出場
愛知県高等学校選手権大会 １回戦出場

【ダンス】
尾張旭市民祭ステージ参加

【音楽】
愛知県吹奏楽コンクール愛知県大会 銀賞
渋川連合自治会ふれあい敬老事業参加・演奏
愛知県高文連吹奏楽専門部県大会出場
尾張旭市民音楽祭参加
名北地区吹奏楽フェスティバル参加
愛知県アンサンブルコンテスト東尾張地区大会 木管八重奏 金賞 （県大会進出）
愛知県アンサンブルコンテスト愛知県大会 木管八重奏 銀賞

【美術】
第32回高文連美術・工芸専門部「名古屋」支部展参加

【茶華道】
福祉マインドフェア尾張旭2017　小学生茶道教室ボランティア参加
市立西部保育園児を招いて本校でクリスマス茶会

【合唱】
愛知県合唱祭出場
高文連合唱祭出場
尾張旭市民音楽祭出場
稲葉保育園クリスマス会に参加
茶華道部主催クリスマス茶会に参加し演奏
第24回愛知県ヴォーカルアンサンブルコンテスト銀賞

【ＥＭＣ】
渋川児童館で演奏及び市内全児童館でこども祭りのボランティア活動
市立西部保育園児のために本校で演奏会および触れ合い 　
尾張旭市立瑞鳳児童館夏祭りボランティア
名鉄旭前駅前祭出演
尾張旭市立本地ヶ原児童館冬祭りボランティア
第１回愛知県高等学校軽音楽コンテスト ベストベーシスト賞
第２回愛知県高等学校軽音楽コンテスト ベストベーシスト賞
第３回愛知県高等学校軽音楽コンテスト 出場

【報道】
ＮＨＫ杯放送コンテスト　県大会予選 出場
「高校生の写真展」名北支部 優秀賞 藤本

奨励賞 大峽、草川
愛知県高校生の写真展 出展

　


