
平成２４年度 部活動対外試合結果 

陸上部 

第６６回 愛知県高等学校総合体育大会  

 男子 ９位  走幅跳  鈴木舜也     

    出場  ５０００ｍ 眞田龍一   ４００ｍH 鈴木淳生    ３０００ｍＳＣ 彦坂将兵 

         ４×１００ｍＲ 予選 山本大貴・加藤大騎・鈴木舜也・小川巧 

         ４×４００ｍＲ 予選 小川巧・鈴木舜也・加藤大騎・森下悠理 

         走幅跳  小川 巧    円盤投  鈴木健司   やり投  カマルゴマリオ 

女子 ４位  ヤリ投  木村佳代【東海大会進出】     ７位  400mＨ  西脇紗英  

出場  ３０００ｍ 杉原梨華   走幅跳  鈴木亜依   やり投   鈴木蛍、石井若菜 

４×１００ｍＲ 水口実優・西脇紗英・三浦あずさ・木村友紀 

４×４００ｍＲ 西脇紗英・水口実優・三浦あずさ・岡本実菜 

第５９回 東海高等学校総合体育大会  

 女子 やり投 ６位  木村佳代 【全国総体進出】 

全国高等学校総合体育大会（新潟） 

女子 やり投 ３７位 木村佳代 

愛知県高等学校新人体育大会 

男子  ４位 ４×４００ｍＲ カマルゴマリオ・鈴木宏輔・鈴木淳生・鈴木健司（東海大会進出） 

５位 三段跳  森下堅太 （東海大会進出） 

出場 ４００m カマルゴマリオ  １５００ｍ 清田隆平   ４００ｍＨ 鈴木淳生 

３０００mSC 中村啓幸   走幅跳 小川 巧、森下堅太   砲丸投 湯本達也 

円盤投   鈴木健司、鈴木克幸   やり投 藤城聡志 

女子  出場 ４００ｍ 木戸麻香、岡本実菜  ８００ｍ 大橋知佳  ３０００ｍ 藤井麻央 

１５００ｍ 大橋知佳、藤井麻央  １００ｍＨ 玉越 瞳、原ほの香    

走高跳 鈴木 蛍、福井菜月  走幅跳   鈴木亜依   三段跳 岡本実菜  

円盤投 石井若奈       やり投 石井若奈 

４×１００ｍＲ 水口実優・木戸麻香・三浦あずさ・佐藤菜穂 

４×４００ｍＲ 木戸麻香・岡本実菜・水口実優・三浦あずさ 

第２８回日本ジュニア陸上競技選手権大会 

男子 走幅跳 8 位  鈴木舜也 

東海高等学校新人陸上競技選手権大会 

男子 ４×４００ｍＲ  予選４着 カマルゴ・マリオ・鈴木宏輔・鈴木淳生・鈴木健司 

三段跳 決勝 11 位   森下堅太  

名岐駅伝競走大会 

男子 ３９位  中村啓幸、稲本陸人、松平典親、瀧裕丞、岡田滉平、浪崎駿 

日本ジュニア室内陸上競技・大阪大会 

男子 走幅跳 ３位 鈴木舜也 



吹奏楽部 

第６７回東海吹奏楽コンクールＡ編成の部  銀賞 

全日本高等学校吹奏楽大会ｉｎ横浜     審査員長賞 

平成 24 年度愛知県高等学校総合文化祭 吹奏楽専門部県大会 特賞 2013 長崎しおかぜ総文祭出場決定 

平成 24 年度アンサンブルコンテスト 県大会 

 クラリネット８重奏 金賞（増田・光島・中神・杉原・岡本・鈴木奈・髙橋・有馬） 東海大会進出 

 サックス４重奏   金賞（熊崎・小原・小林叶・市橋）             東海大会進出 

 金管８重奏     銀賞（川口・河合春・池堂・清水・貝瀬・本田・吉田・鈴木彩） 

第 39 回東海アンサンブルコンテスト 

  クラリネット８重奏 金賞（増田・光島・中神・杉原・岡本・鈴木奈・髙橋・有馬） 

  サックス４重奏   銀賞（熊崎・小原・小林叶・市橋） 

 

 

弓道 

第６６回愛知県高等学校総合体育大会 県大会  

出場  女子団体 渡邉翔子 鷲山百香 嶋崎千尋 川嶋裕衣 大澤菜津子 新行内未来 大場彩加 

    男子個人 彦坂征成、渥美雅文、堂下幹生 

    女子個人 大場彩加 川嶋裕衣 大澤菜津子 

全国・東海高校選抜 弓道競技  愛知県大会 

 男子団体 ３位 中村、渡邊、近藤、彦坂 【東海大会進出】   

男子個人 ２位 近藤雅麗 【全国大会進出】 

東海高等学校選抜大会 弓道競技 

 男子団体  ベスト８  中村、渡邊、近藤、彦坂     男子個人  出場  近藤雅麗   

全国高等学校選抜大会 弓道競技 

男子個人  出場  近藤雅麗  予選通過ならず 

愛知県高等学校新人体育大会 

男子団体  出 場 成章Ａ       女子団体  第 3 位 成章Ａ 

男子個人  出 場 井田陸斗、川口楓也、渡邊篤 

女子個人  第 2 位 新行内未来     出 場  河合志保里、河合千紘、飛田茜 

 【国体選考ノミネート  新行内未来、市川絢菜】 

 

 

バレーボール 

第６６回愛知県高等学校総合体育大会 県大会  

 男子  成章 １－２ 岡崎工業 

全日本バレーボール高等学校選手権  愛知県大会 

 男子  一回戦 成章 １－２ 岡崎北 

 



ソフトテニス 

第６６回愛知県高等学校総合体育大会 

男子団体  ２回戦進出           女子団体  ベスト８ 

男子個人  ベスト１６  中神・池田組 【東海大会進出】 

２回戦進出  矢野・八重樫組、浅野・山下組 

女子個人  ３回戦進出  茅島・大羽組   出場  眞木・河合組，小林・加藤組，太田・浜田組 

第５９回東海高等学校総合体育大会 

出場  中神・池田組（成章） ０－４ 遠藤・浦東組（三重） 

新人体育大会 愛知県大会 

 男子団体   ベスト１６          女子団体  ベスト８  【愛知県選抜大会進出】 

 男子個人   ベスト３２ 中神・永峯    出場 永峯・山下 

女子個人   ベスト１６ 眞木・大羽     

出場  佐藤・加藤組、太田・小林組、柴田・荒木組、河辺・楠田組 

ハイスクールジャパンカップ県予選会 

女子個人  出   場 眞木・大羽組（予選通過ならず） 

 

 

剣道 

第６６回愛知県高等学校総合体育大会 県大会 

女子団体 予選リーグ 成章 １－０ 岩倉総合    成章 ０－４ 名経大市邨 

新人体育大会 愛知県大会 

 男子予選リーグ   成章 0－4 横須賀    成章 0－5 岡崎城西 

女子予選リーグ   成章 0－4 名経大市邨  成章 0－5 三好 

 

 

バドミントン 

第６６回愛知県高等学校総合体育大会 県大会 

女子ダブルス    ２回戦進出   河合愛・寺田 組    出場  八木・山上 組、中田・藤城組 

 女子シングルス  出場     八木奏美 

新人体育大会  愛知県大会 

女子団体     一回戦     成章 ０－３ 星城 

女子ダブルス   ベスト１６  大須賀・武藤組 

         出場     横田・金子組  中田・井口組  山上・楠瀬組 

女子シングルス  出場     大須賀暎葉  中田しおり 

愛知県学年別バドミントン大会 

女子ダブルス   ２年ベスト 16 大須賀・武藤組    ２年ベスト 32 金子・横田組   

１年ベスト 32 山上・楠瀬組 

女子シングルス  ２年ベスト 32 大須賀瑛葉、金子実穂里   １年ベスト 32 楠瀬萌  



卓球 

第６６回愛知県高等学校総合体育大会 県大会 

 女子学校対抗  ２回戦進出 

 男子ダブルス  出場  大羽・横田    

 女子ダブルス  出場  木戸・渡辺 

 男子シングルス ２回戦進出  鵜飼樹人  出場  横田充洋、市川浩輝 

 女子シングルス 出場  渡辺芙弓、藤井志保 

第６４回中部日本卓球選手権大会愛知県予選会 

 ジュニア男子シングルス予選通過 鵜飼樹人     ジュニア女子シングルス予選通過 高橋沙織 

第５２回東海卓球選手権大会 

 ジュニア男子シングルス  ３回戦進出 鵜飼樹人   

ジュニア女子シングルス  ２回戦進出 髙橋沙織 

平成２４年度愛知県高校新人体育大会 

 男子学校対抗  一回戦 成章 ０―３ 杜若    女子学校対抗  一回戦 成章 ２―３ 鶴城丘 

平成２４年度愛知県学年別卓球大会 

１年男子シングルス ベスト１６ 鵜飼樹人   

２年女子シングルス ベスト６４ 髙橋沙織、鈴木彩佳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太字は東海大会以上 


