令和４年度高校総体尾張支部予選等結果一覧
◎は、県大会出場
部活動
◎陸上競技部

結
果
男子 ◎100m第３位 小沼竜都 ◎200m第２位 小沼竜都 ◎800m第４位 岩本響生 ◎400mH第３位 尾藤大斗
◎ 5000mW◎第２位 鈴木達也 第５位 宮澤佑輔 ◎４×400mR第２位 前田和輝・岩本響生・尾藤大斗・小沼竜都 ◎三段跳第６位 山本竜己
◎走高跳第１位 江川征那 第４位 永野諒 第７位 小川陽大 ◎棒高跳第５位 藤田悠太 第６位 山本竜己 ◎円盤投第５位 山本結太
フィールドの部第３位 男子総合第３位 走高跳 江川征那 県大会５位→東海大会４位→全国大会出場
女子 ◎400m第１位 市川真帆 第４位 浅野愛梨 ◎800m第１位 市川真帆 ◎1500m第１位 田中柚良 ◎3000m第４位 田中柚良
◎ ◎100mH第５位 齋藤優絵 ◎400mH第１位 小野夏輝 第３位 浅野愛梨
◎４×100mR第６位 金子奈央・吉田陽風・齋藤優絵・田村優月 ◎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２位 吉田陽風 第６位 服部有優 ◎走高跳第１位 田村優月 ◎棒高跳第２位 早川侑花 第３位 齋藤優絵 第５位 金子奈央
◎やり投第３位 早川侑花 トラックの部優勝 フィールドの部第２位 女子総合優勝

サッカー
バレーボール

１回戦 ●西春 ０－２ 一宮南
男子 １回戦 ●西春 ０－２ 小牧南
女子 １回戦 ●西春 ０－２ 丹羽

バスケットボール 男子 １回戦 〇西春 ９８－４２ 愛西工科

２回戦 ●西春 ４９－８５ 愛知黎明

女子 １回戦 ○西春 ７３－４３ 丹羽 ２回戦 ○西春 ６２－３０ 新川 ３回戦 ●西春 ５９－７７ 岩倉総合
順位決定戦 ●西春 ６６－８９ 一宮 ●西春 ６４－７８ 津島 尾張地区第８位
ハンドボール

男子 １回戦 ●西春 １４－３０ 五条
女子 １回戦 ●西春 １２－３４ 清林館

ソフトテニス

男子 団体戦 予選リーグ ●西春 １－２ 津島北
個人戦 上位進出者なし
女子 団体戦 予選リーグ
○西春 ２－１ 誠信
決勝リーグ
●西春 ０－２ 杏和
順位決定戦 ●西春 ０－２ 滝
個人戦
ベスト１６ 武馬花音･大野倫加ペア

◎卓球

●西春 １－２ 五条

○西春 ２－１ 五条
〇西春 ２－１ 一宮南
第６位

●西春 ０－３ 一宮

〇西春 ２－１ 一宮興道
●西春 １－２ 津島

男子 団体戦 １回戦 ●西春 １－３ 小牧南
◎ 個人戦シングルス 上位進出者なし
個人戦ダブルス ◎高橋和滉・稲場陸斗ペア 第５位
女子 団体戦 ２回戦 ○西春 ３－１ 津島北 ３回戦 ●西春 ２－３ 五条
◎
５位決定戦 〇西春 ３－０ 津島東 ●西春 ２－３ 江南
個人戦シングルス ◎小池美沙希 第１７位、◎森田真衣 第１７位
個人戦ダブルス ◎小池美沙希・森田真衣ペア 第９位

◎柔道

男子 団体戦 予選リーグ
△西春 ２－２ 稲沢
○西春 ３－１ 合同
◎
決勝トーナメント
●西春 ０－５ 岩倉総合
●西春 ２－３ 誠信

第６位 （日置皓喜 優秀選手賞）

女子 出場ならず
◎剣道

男子 男子団体 １回戦 ○西春 ４－０ 津島北 ２回戦 〇西春 ３－０ 五条 ３回戦 ●西春 ２－３ 津島東
◎ 男子個人 ◎ベスト８ 岩﨑駿太 ◎ベスト８ 市橋歩大
女子 女子団体 １回戦 ○西春 １－１ 一宮南（２－１で本数勝ち）
◎
３回戦 ●西春 ０－４ 愛知黎明
第３位

◎弓道

２回戦 ●西春 ３－１ 一宮興道（３－４で本数負け）

男子 男子団体 準優勝 西春Ａ（池山陽向・野中丈太郎・𠮷澤礼・鈴木響太・西田惣一）
男子個人 上位進出者なし
女子 女子団体 準優勝 ◎西春A（竹尾美和・寺井華那・穂積晶・野村彩果・松尾季咲） 総的中数が予選通過基準を満たす
◎ 女子個人 上位進出者なし

◎新体操
◎硬式野球

◎水泳

◎

女子団体の部 ◎第５位 （小幡さくら・水野遥月・諏訪ひなた・田中万祐子・小島良々海）
◎第７２回愛知県高等学校優勝野球大会
尾張予選１次トーナメント １回戦 ○西春 １６－４ 杏和 （コールド勝ち） ２回戦 ○西春 ４－３ 大成
２次トーナメント ２回戦 〇西春 ８－３ 五条
３回戦 ○西春 １１－１ 津島東（コールド勝ち）
県大会 １回戦 ●西春 ３－５ 愛知黎明

男子 男子総合第３位
◎ ◎男子4×100ｍメドレーリレー 第3位（松永英明、伊藤滉規、遠藤光樹、鈴木陽貴）
◎男子4×100ｍフリーリレー 第４位 （中村航大、水谷智仁、鈴木陽貴、古瀬稔也）
◎男子4×200ｍフリーリレー 優勝（中村航大、松永英明、水谷智仁、鈴木陽貴）
◎男子200ｍ個人メドレー 中村航大 標準記録突破
◎男子100ｍ背泳ぎ 松永英明 標準記録突破
◎男子200ｍ背泳ぎ 第2位 松永英明
女子 女子総合第６位
◎ ◎女子4×100ｍメドレーリレー 第５位（清水桃花、室彩葉、吉原才智穂、大内彩世）
◎女子100ｍ背泳ぎ 第2位 清水桃花
◎女子200ｍ背泳ぎ 第2位 清水桃花
◎女子100ｍバタフライ 第3位 大内彩世
◎女子200ｍバタフライ 第2位 大内彩世

準決勝 ●西春 ０－７ 誠信

