
後期生徒会広報委員会                             

『生徒会広報』 部活動の結果 ２学期        平成２７年１２月 

 部 活 名   大会名、日付              対戦相手と結果 

バスケットボール 

男子 

尾張支部夏季選手権大会 

          8/2・3 

高校選抜優勝大会10/31 

チャンピオンカップ      

 2015 in 東海 11/22 

２回戦 ○７１－５０ 起工業 ３回戦 ○６５－３４ 津島東 

準々決勝 ●８７－９２ 清林館  ベスト８ 

２次トーナメント ４回戦 ●５３－６７ 愛知黎明 ベスト３２ 

１回戦 ◯８３－２５ 愛産大三河 ２回戦 ○８５－５２津西  

決勝◯７９－３２同朋 優勝！全国大会出場！1/5・6 国立代々木第２体育館 

バスケットボール 

女子 

尾張支部夏季選手権大会 

          8/2・3 

高校選抜優勝大会 

     10/10～10/11 

１回戦 ○９８－１７ 一宮北 ２回戦 ●２２－１２５ 清林館 

 

１回戦 ○５５－４４ 旭野 ２回戦 ●５１－５６ 緑丘商業 

ソフトボール 新人体育大会尾張支部 

 予選会  9/12～9/20 

 

秋季尾張大会 11/21･22  

予選リーグ ◯８―３ 小牧南  ○６－５ 一宮  ●６－９ 津島 予選リーグ２位         

決勝トーナメント ◯９―６ 一宮商業  ●０－１１ 修文女子   

順位決定戦 ●１－９ 美和 大７位       

１回戦 ◯８―１ 一宮西(６回コールド)  ２回戦 ○７－０ 犬山(６回コールド 

準々決勝 ●０－７ 尾北     ベスト８！ 

テニス 

 

夏季尾張選手権 8/2 

新人体育大会尾張支部 

 予選会        9/21 

新人体育大会尾張支部 

 予選会        9/13 

男子シングルス：本戦３位 山本大介  

男子団体：１回戦 ●２－３ 尾西 

男子シングルス：ブロック準優勝 寺口慧 ブロック準優勝 山本大介  

女子ダブルス：ブロック準優勝 田中まりあ＆加賀しおり  

陸上       

 

１年生陸上競技大会知多 

 ・尾張支部大会  7/25 

新人体育大会尾張支部 

 予選会        9/5・6 

 

 

 

尾張陸上競技選手権大会 

            10/3 

男子棒高跳第２位 鈴木翔斗 同第３位 植田和樹 男子400M第５位 小森俊哉 

男子100MH第６位 津田楓 男子400MH第６位 津田楓  

男子400M第３位 森友輝[51秒32]     →県大会出場！ 

男子棒高跳第２位 鈴木翔斗[3m40]     →県大会出場！ 

男子棒高跳第４位 植田和樹[3m20]     →県大会出場！ 

女子100MH第２位 奥田璃保[15秒95]   →県大会出場！ 

女子400MH第３位 奥田璃保[1分11秒 06] →県大会出場！ 

女子100MH第３位 奥田璃保 女子400MH第３位 奥田璃保 

女子三段跳第２位 奥村和 女子走高跳第２位 近藤理央  

バレーボール 

男子 

 

尾張支部予選   7/18 

全日本高校選手権大会 

 尾張支部予選 10/24 

１回戦 ●０－２ 清林館 

１回戦 ◯稲沢  ２回戦 ●０－２ 新川 

 

バレーボール 

女子 

県選手権大会尾張支部 

 予選  7/18･19 

 

 同 県大会    8/1 

全日本高校選手権大会 

 尾張支部予選10/24･25 

 

 同 県大会   11/7  

尾張支部選手権大会 

         12/19･20 

１回戦 ◯２－０ 津島北 ２回戦 ◯２－０ 海翔  ３回戦 ◯２－１ 清林館    

準決勝 ●０－２ 誠信 ３位決定戦 ●０－２ 津島東 

       優秀選手賞 大脇万理恵  第４位 県大会出場！ 

１回戦 ●１－２ 半田商業   

１回戦 ◯２－０ 一宮商業 ２回戦 ◯２－１ 五条 ３回戦 ●１－２ 清林館 

５位決定トーナメント １回戦 ◯２－０ 津島北 ２回戦 ◯２－０ 犬山 

       優秀選手賞 新崎梨恵   第５位 県大会出場！ 

1回戦 ●０－２ 岡崎西 

◯２－０ 西春 ◯２－０ 稲沢 ○２－０ 津島 

準決勝 ●０－２ 木曽川 ３位決定戦 ●０－２ 津島東 

       優秀選手賞 高木真希   第４位 

 

 

 

 

全国大会出場 

おめでとう！ 



 

 

 

バドミントン 高校新人体育大会尾張 

 支部予選会 9/13～21 

 

 

 

冬季尾張選手権大会 

         12/13 

 

高校新人体育大会尾張 

 支部予選 9/19～9/22 

男子団体：１回戦 ●０－３ 誠信  

男子シングルス：ベスト１６ー杉山航大 

           ベスト３２―小川卓也、豊田和希 

男子ダブルス：ベスト１６ー伊佐治巧＆豊田和希  

          ベスト３２ー阿部凌也＆杉山航大、大藪優樹＆河村颯馬 

男子団体：リーグ内 ◯２－０ 小牧 ◯２－０ 犬山 ◯２－１ 清林館 リーグ優勝 

決勝トーナメント：●１－２ 一宮西 決勝トーナメント第３位 (杉山瑛哉、飛山空来 

            寺澤開人、豊田和希、阿部凌也、杉山航大、伊佐治巧、小川卓也 

女子団体：１回戦 ●０－３ 古知野 

女子シングルス：３回戦進出ー野村華那 

女子ダブルス：４回戦進出ー野村華那、中居菜々子 

弓道      白帝杯弓道選手権  8/2 

尾張支部高校弓道選手権 

 大会      8/22･23 

秋季犬山市民弓道大会 

          9/20 

尾張支部高校弓道選抜 

 大会     10/24･25 

個人 男子の部 第３位 湯浅亮 

男子団体：予選敗退 

女子団体：予選敗退 

学生男子の部：予選敗退 

学生女子の部：予選敗退 

男子団体：予選敗退 

女子団体：予選敗退 

剣道 

 

女子段階別選手権7/20 

新人体育大会尾張支部   

 予選会       11/8 

初段の部 ベスト８ 鈴木温 

男子団体：１回戦 ●―五条 

女子団体：１回戦 ◯―津島東 ２回戦 ●―美和 

女子個人：ベスト８ 近藤幸歩 県大会出場！ 

卓球 

 

 

尾張卓球リーグ 8/7 

 

 

 

新人体育大会尾張支部   

 予選会     10/25 

年末卓球新人大会12/12 

男子予選リーグ：●０－３ 津島東  ◯３－０ 稲沢東 ◯３－２津島北 

男子２位トーナメント：◯３－０ 小牧 ●２－３ 一宮聾学校  

女子予選リーグ：●０－３ 美和  ●０－３ 一宮興道 

女子３位トーナメント：◯３－２ 江南 ◯３－０ 愛知啓成 ◯３－１ 佐屋 

男子学校対抗：１回戦 ◯３－２ 杏和 ２回戦 ●０－３ 小牧工業 

女子学校対抗：１回戦 ◯３－０ 一宮 ２回戦 ●２－３ 西春 

男子シングルス：ブロック優勝 近藤南斗 

水泳 新人体育大会尾張支部 

 予選会      8/23 

 

男子100Mバタフライ  ６位 浅田裕也  県大会出場！ 

男子100M自由形         尾里侑哉  県大会出場！  

男子100M自由形     ６位 岩見健汰  県大会出場！  

女子200M個人メドレー６位 長谷川萌佳県大会出場！  

吹奏楽 愛知県吹奏楽コンクール  

 西尾張地区大会 7/26 

 同 県大会     8/5 

中部日本吹奏楽コンクー 

 ル愛知県大会  7/29 

金賞 県大会出場！  プライマリー部門 銀賞 

 

銅賞 

銅賞 

 


