
部活動 大　会　名

陸上競技◎ ◎総体尾張支部予選 （男子）

総合 第５位

１００ｍ 第５位 ◎細谷亮介

８００ｍ 第４位 ◎北川紘宇

第５位 ◎岩本響生

５０００ｍＷ 第２位 ◎鈴木達也

４×１００ｍＲ 第５位 ◎岩村明星・細谷亮介・関戸謙汰・小沼竜都

三段跳 第３位 ◎岩村明星

走高跳 第６位 ◎小川陽大

棒高跳 第４位 ◎山本竜己

やり投 第２位 ◎二井隆俊

第４位 ◎大橋憲慎

（女子）

トラックの部 優勝

フィールドの部 第２位

総合 優勝

８００ｍ 第３位 ◎安藤有希

１５００ｍ 第５位 ◎髙橋香流

３０００ｍ 第１位 ◎髙橋香流

５０００ｍＷ 第１位 ◎岸七海

１００ｍＨ 第２位 ◎田村優月

第３位 ◎水谷梨乃

４００ｍＨ 第４位 ◎小野夏輝

４×１００ｍＲ 第１位 ◎金子奈央・平塚千恵・齋藤優絵・竹之内杏

４×４００ｍＲ 第６位 ◎相宮楓花・小野夏輝・水谷梨乃・竹市帆香

三段跳 第３位 ◎水谷梨乃

第４位 ◎服部有優

走高跳 第２位 ◎相宮楓花

第３位 ◎田村優月

棒高跳 第１位 ◎金子奈央

第３位 ◎早川侑花

第４位 ◎齋藤優絵

砲丸投 第５位 ◎今井乃々佳

やり投 第２位 ◎竹之内杏

第６位 ◎今井乃々佳

第７位 ◎伊藤菜月

★総体県大会 （女子）

５０００ｍＷ 第２位 岸七海（東海大会出場）

やり投 第６位 竹之内杏（東海大会出場）
🔶総体東海大会 （女子）

５０００ｍＷ 第２位 岸七海（全国大会出場）

やり投 竹之内杏（記録３７ｍ２６）

総体全国大会 （女子）

５０００ｍＷ 岸七海（記録２５分２８秒３６）

１年生大会 ※知多支部との合同で６位まで掲載

※リレーは１・２年混合

（男子）

４×４００ｍＲ 第３位 尾藤大斗・小沼竜都・久野大翔・岩本響生

走幅跳 第６位 名倉登

棒高跳 第４位 藤田悠太

砲丸投 第６位 藤根聡真

（女子）

４００ｍ 第１位 市川真帆

第２位 浅野愛梨

８００ｍ 第１位 市川真帆

第２位 田中柚良

１５００ｍ 第１位 田中柚良

４００ｍＨ 第２位 浅野愛梨

４×１００ｍＲ 第３位 金子奈央・市川真帆・小野夏輝・齋藤優絵

４×４００ｍＲ 第１位 浅野愛梨・小野夏輝・市川真帆・竹市帆香

三段跳 第３位 吉田陽風

結　　　　　　　　　　　　　果

令和３年度　部活動大会結果（４月～７月まで）　

※陸上競技部、硬式野球部、水泳部、卓球部、弓道部、剣道部、新体操部が愛知県大会出場

　陸上競技部　やり投が東海大会出場！　５０００ｍWが全国大会出場！！

◎は県大会出場、★東海大会出場、🔶全国大会出場

令和３年度　部活動大会結果（４月～７月まで）



硬式野球◎ ◎野球選手権尾張地区大会 1回戦　VS犬山　　　　　 〇１１－１（コールド勝ち）

１次トーナメント 2回戦　VS誠信　　　　　 〇６－５

　

◎野球選手権尾張地区大会 2回戦　VS一宮　　　 　　 ●４－８

2次トーナメント 敗者戦１回戦　VS丹羽　　 〇９－２

代表決定戦　　VS津島東　 〇５－３

高等学校優勝野球大会 １回戦　VS豊橋商業　 ●２－４

全尾張大会尾張予選 １回戦　VS一宮北・海翔　 〇１０－１

２回戦　VS小牧工科　 ●８－１２

全国高校野球選手権 １回戦　VS豊田 ●４－５（サヨナラ負け）

愛知大会

サッカー 総体　尾張支部予選 １回戦　VS津島東　 ●２－３

選手権大会東尾張地区大会

男子 総体尾張支部予選 １回戦　VS小牧 ●０－２

バレーボール

愛知県高校選手権大会 １回戦　VS津島　 ●０－２

尾張支部予選

女子 総体尾張支部予選 １回戦　VS小牧　 〇２－１

バレーボール ２回戦　VS尾北　 ●０－２

愛知県高校選手権大会 １回戦　VS江南　 ●０－２

尾張支部予選

男子 総体尾張支部予選 １回戦　VS津島 ●５２－９５

バスケットボール

女子 総体尾張支部予選 １回戦　VS丹羽 〇７３－５９ 

バスケットボール ２回戦　VS五条 〇６２－４９

３回戦　VS岩倉総合 ●４６－７４

４回戦　VS津島 ●３９－５３

５回戦　VS津島北 〇７６－４９

尾張地区7位

男子 総体尾張支部予選 １回戦　VS古知野　 〇２１－１２

ハンドボール ２回戦　VS美和　 〇１６－１５

３回戦　VS一宮興道　 ●１８－２３

５位予備戦　VS愛西工科 ●１９－３０

女子 総体尾張支部予選 １回戦　VS木曽川 ●３－３８

ハンドボール

愛知県高校選手権大会 １回戦　VS古知野 ●２－３７

尾張支部予選

男子 総体尾張支部予選 団体戦　VS一宮南　 ●０－２

ソフトテニス 　　　　VS杏和 ●１－２

　　　　VS一宮北　 ●０－２

予選リーグ敗退

個人戦　上位出場なし

国体尾張支部予選 個人戦　 上位出場なし

全尾張大会 個人戦　 上位出場なし

女子 総体尾張支部予選 団体戦（予選リーグ）

ソフトテニス 　　　　VS五条 〇３－０

　　　　VS一宮西 〇２－１

　　　　VS杏和 ●１－２

　　　（決勝リーグ）　　

　　　　VS一宮興道 ●１－２

　　　　VS津島 ●０－２

　　　　VS一宮南 〇２－１

（順位決定戦）

　　　　VS小牧 ●１－２

尾張地区第６位

個人戦　ベスト３２ 鈴木里彩･江﨑凜々子ﾍﾟｱ，志村和奏･石川真帆ﾍﾟｱ

武馬花音･大野倫加ﾍﾟｱ



男子卓球◎ 総体尾張支部予選 上位出場者なし

(ダブルス）

総体尾張支部予選 １回戦　VS一宮北 〇３－０

（学校対抗） ２回戦　VS一宮工科 ●１－３

◎総体尾張支部予選 ◎２年奥村 ５位　県大会出場→１回戦敗退

（シングルス） ◎３年朝野 ９位　県大会出場→１回戦敗退

◎国体尾張支部予選 ◎１年稲場 ５回戦突破、敗者復活戦勝利　県一次予選出場

→１回戦敗退

◎２年奥村 予選免除　県一次予選出場

→２回戦敗退

女子卓球◎ 総体尾張支部予選 １回戦敗退 ３ペア

(ダブルス） ２回戦敗退 １ペア

３回戦敗退 ２ペア

総体尾張支部予選 １回戦敗退 ４名

（シングルス） ２回戦敗退 ３名

３回戦敗退 ５名

◎総体尾張支部予選 １回戦　VS一宮南 〇３－２

（学校対抗） ２回戦　VS五条 〇３－２

３回戦　VS誠信 〇３－２

４回戦　VS修文女子 ●０－３

シード順位　VS津島 ●１－３

尾張支部第３位→県大会出場

総体県大会 １回戦　VS岡崎　 ●１－３

（学校対抗）

◎国体尾張支部予選 １回戦敗退 ２名

２回戦敗退 ４名

３回戦敗退 １名

４回戦敗退 ３名

５回戦出場 ◎２年小池→県一次予選出場（２回戦敗退）

敗者復活戦 ◎２年小林→県一次予選出場（１回戦敗退）

◎１年原　→県一次予選出場（１回戦敗退）

剣道◎ ◎総体尾張支部予選

個人戦 男子　 優勝　　　◎小川晋　→県大会出場（２回戦敗退）　

第３位　　◎木全惇　→県大会出場（２回戦敗退）

ベスト８　◎松原一颯→県大会出場（１回戦敗退）

総体尾張支部予選 １回戦　VS小牧 〇５－０

団体戦（男子） ２回戦　VS誠信 ●１－２

松原、小川、林、木全、新村、新坂、多和田　ベスト８

総体尾張支部予選 １回戦　VS一宮北 〇５－０

団体戦（女子） ２回戦　VS一宮 ●１－１（３－４の本数で敗退）

奥田、寺澤、川出、齋木、今井、大池、前田　ベスト８

弓道◎ 総体尾張支部予選 男子団体 上位進出なし

（男子） 男子個人 上位進出なし

◎総体尾張支部予選 女子団体　 上位進出なし

（女子） 女子個人　 優勝　◎２年井手育美　８射６中→県大会出場

予選通過　◎２年塚田佳世→県大会出場

総体県大会（一次）　 女子個人　 ２年井手育美　４射３中で一次通過

２年塚田佳世　４射２中

総体県大会（二次）　 女子個人　 ２年井手育美　一次４射３中

　　　　　　　二次８射４中の計１２射７中（１２位相当）

新体操◎ ◎総体尾張支部予選 団体 尾張地区第５位→県大会出場

総体県大会 団体 出場



柔道 総体尾張支部予選 出場なし

尾西北段別選手権大会 出場なし

水泳◎ ◎総体尾張支部予選 男子200ｍ個人メドレー 優勝　　◎古家健成（2分16秒75）

男子400ｍ個人メドレー 優勝　　◎古家健成（4分47秒94）　大会新記録

男子200ｍバタフライ 第３位　◎鈴木陽貴（2分32秒63）

男子4×200ｍフリーリレー 準優勝　◎鈴木陽貴、◎古瀬稔也、◎中村航大、◎古家健成

　　　　（8分49秒36）

男子200ｍ平泳ぎ 第４位　◎伊藤滉規

男子総合 第３位　（得点43点）

女子100ｍ背泳ぎ 第３位　◎清水桃花（1分17秒45）

総体県大会 男子400ｍ個人メドレー　 決勝進出　古家健成

吹奏楽 県吹奏楽コンクール 銀賞

東尾張地区大会

合唱 NHK学校音楽コンクール 延期

愛知県予選

書道 全国高校大作書道展 ３年４名作品応募

全日本高校・大学書道展 １年６名作品応募


