
                                    平成３０年３月   

                                      丹羽高校 生徒会   

 

＊＊＊平成２９年８月から平成２９年１２月までの各部活動の成績・結果＊＊＊ 

 
陸上競技部 

第２８回愛知県高等学校１年生陸上競技大会知多支部・尾張支部大会 (７月２２日) 

      走高跳 1ｍ65  第２位 宮下 歩    

      走高跳 1ｍ65   第２位 川崎 駿   

      棒高跳 3ｍ10   第２位 東埜 克海    

      走幅跳 5ｍ69  第４位 三輪 遼太朗  

 

第６０回東海陸上競技選手権 (８月２６日) 

      5000ｍＷ 21分33秒40  第５位 小林貫太  

 

平成２９年度愛知県高等学校新人体育大会陸上競技大会尾張支部予選会 (９月２・３日) 

      男子総合 第4位  

      走幅跳  6ｍ79  優勝  井野 青輝  

    三段跳 12ｍ86   第４位 井野 青輝  

      100m   10秒87 優勝  大脇 将吾  

      200m   22秒15 優勝 大会新記録 大脇 将吾  

       5000ｍＷ 22分19秒30 優勝 大会新記録 小林 貫太  

      棒高跳 3ｍ20    第６位 東埜 克海         

      100mH 1 6秒98  第４位  近藤 美有       

    走幅跳 4ｍ64    第６位 近藤 美有      

      走高跳 1ｍ50    優勝  小川 愛理     

      3000m  10分54秒80 優勝 杉浦 悠乃    

 

第６４回尾張陸上競技選手権大会（９月２４日) 

       男子5000ｍＷ 22分00秒35 第３位 小林 貫太  

    女子走高跳    1ｍ45      第３位 小川 愛理 

 

平成２９年度愛知県高等学校新人体育大会陸上競技 (９月３０日、１０月１日) 

       男子5000ｍＷ 21分26秒90  優勝 小林 貫太 → 東海高等学校新人陸上競技選手権大会出場 

       男子100ｍ    11秒03   第５位 大脇 将吾 → 東海高等学校新人陸上競技選手権大会出場 

 

第２０回東海高等学校新人陸上競技選手権大会  (１０月２８日、伊勢市・三重県営総合競技場) 

       男子5000ｍＷ 21分05秒10大会新記録 第２位 小林 貫太  

 

テニス部男子 

平成２９年度夏季尾張テニス選手権 (８月１・２日) 

      男子シングルス１６歳以下の部 準優勝         伊藤 遼祐 

      男子シングルス１６歳以下の部 ブロック優勝  平野 廉人 

 

 

 平成２９年度２・３学期         

 部活動成績・結果報告 



テニス部女子 

平成２９年度夏季尾張テニス選手権 (８月２日) 

      女子ダブルス ブロック準優勝 戸田 侑里・永津 里沙 

平成２９年度愛知県高等学校新人体育大会テニス競技尾張支部予選会 (９月３０日) 

      女子ダブルス ブロック準優勝 戸田 侑里・永津 里沙 

 

バドミントン部男子 

平成２９年度愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技尾張支部予選会 (９月１８日) 

   男子学校対抗戦 準優勝  

 

ソフトボール部 

平成２９年度愛知県高等学校新人体育大会ソフトボール競技尾張支部予選会 (９月２３日) 

       第６位   

平成２９年度尾張秋季ソフトボール大会（高校女子） (１１月１２日) 

       第３位  

 

バレーボール部女子 

平成２９年度尾張支部バレーボール選手権大会 (１２月７日) 

   第３位  優秀選手賞 村田 成樺   

 

弓道部 

第３４回白帝杯弓道選手権大会 (８月６日) 

 個人男子の部 優勝 相原 龍和   

 個人男子の部 ４位 高木 天湧   

 個人女子の部 ２位 輪湖 文紀  

 個人女子の部 ４位 林  奈保   

 個人女子の部 ５位 吉原 佳音  

 

第６２回星野祭遠的弓道大会 (９月３日) 

 高校女子の部 ２位 佐藤 優奈  

 高校女子の部 ４位 馬場 歩愛  

 

平成２９年度愛知県高等学校弓道選抜大会尾張支部予選大会（１０月２１日) 

       女子個人５位        前野 莉穂                  

 

秋季犬山市民弓道大会・犬山市体育協会会長杯（１１月１９日) 

       学生男子の部優勝  髙木 天湧   

       学生男子の部第３位 渡辺 悠人   

       学生女子の部優勝  林 奈保      

       学生女子の部第４位 森 穂佳     

       学生女子の部第５位 清水 瑠七   

 

水泳部 

平成２９年度愛知県高等学校新人体育大会水泳競技尾張支部予選会  (８月２７日)      

   50ｍ自由形 30秒75 第３位 佐藤 彩香  

      100ｍ自由形  58秒40 第2位 山田 有輝  



 

 

 

吹奏楽部 

平成２９年度愛知県吹奏楽コンクール西尾張地区大会 (7月２３日) 

    プライマリー部門  金賞  

       (東海予選部門)    金賞 → 県大会出場     

平成２９年度愛知県吹奏楽コンクール県大会 (7月２３日) 

       銀賞         

 

空手道 

平成２９年度愛知県高等学校新人体育大会空手道競技 (１０月２１・２２日) 

       女子個人形 第３位 畠中 ほのか  

     →第３９回東海高等学校空手道選手権大会兼第３７回全国高等学校空手道選抜大会                    

東海ブロック予選会出場 

 

 

＊＊＊平成２９年１２月から平成３０年３月までの各部活動の成績・結果＊＊＊ 

 

吹奏楽部 
    平成２９年度愛知県アンサンブルコンテスト西尾張地区大会            

             （社団法人全日本吹奏楽連盟東海支部・愛知県吹奏楽連盟主催 １２月２３日） 

      サクソフォン四重奏 金賞 前川 真子,  木村 優奈,  奥村 和喜,  宮地 咲来  → 県大会出場 

     打 楽 器  六 重 奏 金賞 大西 真央, 水野 礼菜, 横井 美步, 市橋 真希, 伊東 領太, 菱川 あやな  

      フルート 四 重 奏 銀賞 勝野 友佳子,  川井 茜音,  足立 梨花,  伊藤一紗 

      クラリネット五重奏 銀賞 遠藤 妃奈乃,  紫牟田 帆紀,  小田 いのり,  吉村 千夏,  宮田 真衣 

      金 管 七 重 奏 銀賞 小林 美友,  中島 凜奈,  永田 雪乃,  前田 実玖,   

                佐藤 香波,  林  菜七,  山田 旭香 

    平成２９年度愛知県アンサンブルコンテスト県大会              （１月２７日）         

      サクソフォン四重奏 銅賞 前川 真子,  木村 優奈,  奥村 和喜,  宮地 咲来      

     

第３０回中部日本個人・重奏コンテスト西尾張地区大会            

                   （中部日本吹奏楽連盟・中日新聞社主催 ２月１０日） 

      フ ルート 三 重 奏 金賞 垣見 那月,  彦坂 朋美,  渡辺 愛優  

     サクソフォン三重奏 金賞 木野 真由香,  川島 三空,  山口 奈佑   

      クラリネット五重奏 銀賞 高山 日菜子,  緒方 小桃,  横田 莉子,  松野 桃子,  森本琴巳                  

金 管  五  重  奏 銀賞 西 柚香,  佐久間 舞桜,  坪内 梓紗,  宮島 舞,  乾 綾夏           

      金 管 八 重 奏 銀賞 澤田 綾乃,  石原 千嘉,  大西 彩加,  丹羽 桃子,     

                 大山 瑠菜,  猪飼 みずほ,  前久保 穂香,  小川 雛未 

      フ ル ー ト 独  奏 金賞 伊藤 一紗            

      フ ル ー ト 独  奏 銀賞 勝野 友佳子              

      オ ー ボ エ 独  奏 銅賞 森 悠花        

 

バレーボール部女子 

平成２９年度尾張支部バレーボール選手権大会  (１２月１７日) 

       第５位  優秀選手賞 村田 成樺  

平成２９年度愛知県高等学校新人体育大会バレーボール競技尾張支部予選会 (１月１４日) 

       第４位  優秀選手賞 今井 茉奈   

 



バドミントン部女子 

平成２９年度冬季尾張高等学校バドミントン選手権大会第２リーグ 

       優勝            (岩倉市バドミントン協会主催 １２月２４日) 

                                 

テニス部男子 

平成２９年度第３０回冬季尾張高等学校テニス選手権大会 

       団体戦 準優勝        (尾張地区高等学校体育振興会主催 １月８日) 

 

陸上競技部 

第６５回尾張駅伝競走大会 (尾張陸上競技協会主催 １月１４日) 

       高校女子 第５位 １時間１６分０９秒  

    １区 杉浦 悠乃 ２区 小澤 怜奈 ３区 井原 真耶加 ４区 遠藤 朱莉 ５区 小澤 優那         

 

 

バスケットボール部男子 

平成２９年度愛知県高等学校新人体育大会バスケットボール競技尾張支部予選会 （１月２０日） 

       第３位  優秀選手賞 木股 瞬良        

 

弓道部 

平成２９年度愛知県高等学校新人体育大会弓道競技尾張支部予選会 （２月３日・４日） 

       女子団体２位  清水 瑠七,  前野 莉穂,  若原 梨織,   林  奈保,   森 穂佳 

       男子団体３位  林  洋大,  相原 龍和,  高木 天湧,  渡辺 悠人,  近藤  悠  

    女子個人５位 兵藤 まりな    

 

第６３回青少年読書感想文愛知県コンクール （愛知県図書館研究会・毎日新聞社主催）  

       優良賞： 渡邉 芽依， 横井 美步  

   


