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弓道部 
●名古屋遠的・近的弓道大会（4/2） 
　男子3位　2年　塚本雄太 
●第23回名古屋学生弓道選手権大会（4/9） 
　男子優勝　4年　鈴木雅仁 
●護国神社奉納弓道大会（4/22） 
　個人優勝　4年　鈴木雅仁 
●名古屋支部団体対抗弓道大会（4/30） 
団体優勝　2年　塚本雄太　佐藤貴之　高倉健太 
 
社交ダンス部 
●第33回中部学生競技ダンス選手権大会 モダン戦（4/23） 
　団体2位 
●第26回中部学生競技ダンス選手権大会 ラテン戦（5/14） 
　団体優勝 
　個人の部　総合優勝　小島則子・倉知吾朗（名城）組 
　<新人戦> 
　団体優勝 
　個人の部　総合３位　水野里美・　橋勇介（名城）組 
●第40回春季西日本学生競技ダンス選手権大会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラテン戦（6/4） 
 
 

ソフトテニス部 
●全国私立高校選抜ソフトテニス大会 
　　　　　　　　　　（3/24～26　相模原総合体育館） 
　団体3位　3年　大椙晴加　可知朋子　栞山真美　 
　　　　　　       長谷川沙織梨　吉田裕里恵 
　　　　　 2年　藪下裕梨　奥原由美 
●インターハイ名北予選 
　団体準優勝 
　個人　優勝　3年　大椙晴加　可知朋子 
　　　　準優勝　3年　栞山真美　2年　藪下裕梨 
●愛知県高校総体（5/20・21　一宮テニス場） 
　団体準優勝  3年  大椙  可知  栞山  長谷川  角谷祐科 
　　　             2年  藪下　1年　村松香純　西牧美穂 
　個人　5位　3年　大椙・可知 
　　　　5位　3年　栞山・2年　藪下 
　　　　5位　2年　奥原由美・1年　西牧 
●東海高校総体（6/17・18　一宮テニス場） 
　団体　3位　大藪　角谷　吉田　可知　栞山　 
　　　　　　  長谷川　藪下　奥原 
　個人　5位　栞山　5位　藪下 
●国民体育大会愛知県予選（7/26　豊橋市営コート） 
　3位　1年　小坂留美　2年　大津江里奈 
　5位　3年　栞山真美　2年　藪下裕梨 
　9位　3年　大椙晴加　可知朋子 
　（栞山、藪下、大椙は国体選出に選出） 
 
 
ソフトボール部 
●インターハイ名北予選 
　　　　　（4/22・23　5/3・4　栄徳・聖霊高校グランド） 
　団体優勝 
 
バトミントン部 
●愛知県総体　名北予選 
　　　　　　　   （4/22　稲永SC　4/29・30　天白SC） 
　団体優勝 
　個人 
　Ｄ2位　Ｓ2位・3位　3年　阪本優子　2年　山田沙織 
　Ｄ3位　Ｓ3位　3年　福井真美　竹内舞 
　Ｄ3位　Ｓ5位・9位　3年　齋藤彩加　1年　清水彩 
　Ｄ9位　Ｓ5位　2年　浅井祐香　坂友紀乃 
　Ｓ9位　2年　野村裕子 
●愛知県総体インターハイ予選 
  （5/20　千種ＳＣ　5/21　露橋ＳＣ　5/27　枇杷島ＳＣ） 
　団体2位 
　個人 
　Ｄ3位　Ｓ9位・4位　阪本優子　山田沙織 
　Ｄ5位　Ｓ9位　福井真美　竹内舞 
　Ｄ5位　齋藤彩加　清水彩 
　Ｄ9位　浅井祐香　坂友紀乃 
●国体愛知県予選（6/4　天白ＳＣ　6/11　千種ＳＣ） 
　3位　阪本優子（東海予選へ）　山田沙織 
　5位　福井真美　浅井祐香 
　9位　齋藤彩加　清水彩 
●東海総体（6/17・18　豊川市体育館）  団体3位 
●国民体育大会東海ブロック予選 
　　　　　　　　　（7/8・9　岐阜県山県市総合体育館） 
　阪本優子（愛知県代表として出場し、団体優勝。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　全国大会へ出場） 
 
 

放送部 
●第23回NHK中学校放送コンテスト愛知県大会（7月） 
　朗読部門　入選　神谷美帆 
 
吹奏楽部 
●平成18年度愛知県吹奏楽コンク－ル名古屋地区大会（7月） 
　Ａ編成の部　 銀賞 
●第49回中部日本吹奏楽コンク－ル名古屋市大会（8月） 
　大編成の部 　優良賞 
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の 　団体２位 
　個人の部　総合３位　 
　　　　　　　福井愛未・松下学（名城）組 
　フォーメーションの部　３位 
●第42回中部学生競技ダンス選手権大会  
　　　　　　　　　　　　種目別戦（6/11） 
　団体２位 
　タンゴ２位　4年　高島牧子・堀田卓弥（名城）組 
　チャチャチャ２位　4年　福井愛未・松下学（名城）組 
　サンバ２位　4年　福井愛未・松下学（名城）組 
　ルンバ２位　3年　吉田隆三・大門彩子組 
　パソドブレ１位　3年　吉田隆三・大門彩子組 
　　　　　 ２位　4年　福井愛未・松下学（名城）組 
　フォーメーションの部　ラテン１位 
　新人戦の部　団体２位 
 
チアリーディング部 
●中部チアリーディング選手権大会（6/24） 
　Ａチーム　３位 
　規定演技47.0/90点　自由演技158.0/300点 
　（日本選手権大会予選フライデートーナメント出場権獲得） 
 
 

バドミントン部 
●第103回東海大学　第54回東海学生 
　　　　  バドミントン選手権大会（4/3～8、17～21） 
　団体　１部４位 
　シングルスベスト８　4年　間瀬さやか 
　ダブルスベスト８　間瀬さやか・1年　曽根真季 
●第55回中部大学　第54回中部学生 
　　　　　　　　　バドミントン選手権大会（5/15～20） 
　個人　ダブルスベスト８　3年　落合由希子・鈴木麻代 
 
ボクシング部 
●中部学生ボクシング選手権（5/20～28） 
　本戦　ライト級　ベスト４　4年　伊藤豊 
 
 

●名古屋市市民スポーツ祭（8/22） 
　Ｄ優勝　山田沙織　斉藤彩加 
　Ｄ準優勝　阪本優子　　浅井祐香 
　Ｄ3位　　野村裕子　坂友紀乃 
 
卓球部 
●インターハイ名北予選（4/29　名東ＳＣ）　団体6位 
●新人戦（5/4　天白ＳＣ） 
　個人　リーグ準優勝　3年　小川杏子 
●国体名北予選（6/10　名東ＳＣ） 
　ベスト16　3年　谷口博子 
　優勝　2年　小川杏子 
　ベスト8位　2年　水野未由希 
●中部日本選手権大会予選（6/11　名東ＳＣ） 
　ベスト32位　2年　小川杏子 
●名北卓球選手権大会（8/4　中区中ＳＣ）　5位 
●愛知県高校卓球リーグ（8/24・25　碧南市臨海体育館） 
　4部で2位。3部との入替戦に勝利し3部に昇格 
 
陸上部 
●愛知県高校総体（5/19～21　瑞穂競技場） 
　総合3位 
　個人　200Ｍ4位　3年　千代島紫那 
　　　　1500Ｍ4位・3000Ｍ3位・400Ｍ2位・1600Ｍ2位 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 2年　中條宏美 
●東海高校総体（6/16～18　瑞穂競技場） 
　1600ＭＲ2位  1年  水口小夜  2年 樋口光華  土井麻美 
　　　　　　　3年  千代島紫那 
　個人　300Ｍ6位　中條宏美 
●インターハイ（8/2～6　大阪府長居競技場） 
　400ＭＲ6位　3年　千代島紫那　樋口光華　 
　　　　　　　2年　成田幸代　1年　水口小夜 
 
水泳部 
●浜名湾高校生選手権（6/3・4　浜松市） 
　総合3位 
　400ＭＭＲ2位　竹迫　早瀬　高羽　坪内 
　個人　 
　100Ｍ平泳1位・200Ｍ平泳1位　3年　坪内彩 
　100Ｍバタフライ1位　3年　高羽博子 
　100Ｍ背泳3位・200Ｍ背泳2位　3年　竹迫麻弥 
　100Ｍ平泳3位　3年　早瀬実可子 
●愛知県高校総体名北予選（6/17・18  春日井温水プール） 
　総合2位 
　400ＭＭＲ1位　竹迫　坪内　高羽　鈴木 
　400ＭＦＲ2位　坪内　時枝　竹村　高羽 
　個人 
　100Ｍ平泳1位・200Ｍ平泳1位　3年　坪内彩 
　100Ｍ背泳3位・200Ｍ背泳2位　3年　竹迫麻弥 
　100Ｍ平泳3位・200Ｍ平泳3位　3年　早瀬実可子 
　100Ｍ自由形3位・200Ｍ自由形7位　3年　竹村陽子 
　100Ｍバタフライ1位・200Ｍバタフライ1位 3年 高羽博子 
　200Ｍ個人メドレー5位・400Ｍ個人メドレー7位 3年 大野菜月 
　400Ｍ自由形5位・200Ｍ自由形5位　2年　時枝美保 
　100Ｍ背泳6位・200Ｍ背泳5位　2年　外山智加 
　100Ｍ背泳4位・50Ｍ自由形1位　1年　鈴木絵津子 
　200Ｍ自由形3位・400Ｍ自由形1位　1年　三井遼香 
●愛知県高校総体（6/24・25 名古屋市レインボープール） 
　総合2位 
 

　400ＭＭＲ2位　竹迫　坪内　高羽　鈴木 
　400ＭＦＲ3位　坪内　鈴木　三井　高羽 
　個人 
　100Ｍ平泳1位・200Ｍ平泳3位　坪内彩 
　100Ｍ背泳6位・200Ｍ背泳4位　竹迫麻弥 
　100Ｍ平泳3位・200Ｍ平泳4位　早瀬実可子 
　100Ｍバタフライ1位・200Ｍバタフライ4位　高羽博子 
　200Ｍ自由形5位･400Ｍ自由形7位　時枝美保 
　50Ｍ自由形1位　鈴木絵津子 
　200Ｍ自由形3位・400Ｍ自由形4位　三井遼香 
●愛知県選手権（7/8・9　名古屋市レインボーホール） 
　100Ｍバタフライ2位　高羽博子 
　100Ｍ平泳3位　坪内彩 
　50Ｍ平泳2位　早瀬実可子 
●愛知県高校総体水泳競技（7/21～23　名古屋市） 
　総合2位 
　100Ｍ平泳1位　坪内彩 
　100Ｍバタフライ1位・200Ｍバタフライ2位　高羽博子 
　200Ｍ背泳3位　竹迫麻弥 
●インターハイ　（8/17～20　大阪） 
　100Ｍバタフライ10位　高羽博子 
●国民体育大会（10/1～4　尼崎市） 
　高羽博子、坪内彩が出場 
 
放送部 
●第53回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト 
   （6/10・18　刈谷市） 
　朗読部門　優秀賞 
　　3年 牛山智絵　2年 石川絵未（2名共全国大会出場） 
　アナウンス部門入選　 
　　3年　余語悠里佳　矢島亜也奈　安田愛 
●第53回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト 
　　　　　　　　　　　（7/25～27　東京ＮＨＫホール） 
　朗読部門　優良賞（5位に相当）　石川絵未 
　朗読部門準決勝進出（60位以内に相当）　牛山智絵 
 
囲碁部 
●全国囲碁選手権愛知県大会（6/18 日本棋院中部本部） 
　団体女子、全国大会へ出場 
　3年 山下祐理香（大将） 山田惟子（副将） 山崎真弥（先鋒） 
●全国高校囲碁選手権女子団体戦 
                                        （7/24～26　東京　日本棋院） 
　5位 山下祐理香（大将） 山田惟子（副将） 山崎真弥（3将） 
 
バトントワリング部 
●第5回愛知県バトントワリング大会（7/15　稲永ＳＣ） 
　上級ダンストワール　男女シニア部門金賞 
　　3年　深谷美海 
　上級ソロストラット　男女シニア部門金賞 
　　3年　水嶋えりか　仁村美穂 
●第31回バトントワリング東海ブロック大会（7/16 稲永ＳＣ） 
　準選手権ソロトワール6位　1年　安井翠 
　準選手権ソロトワール7位　2年　岩井香央梨 
　準選手権ソロトワール8位　2年　神谷友梨 
　選手権ソロトワール3位　3年　深谷美海 
　選手権ペア2位　3年　深谷美海・水嶋えりか 
　中級チームシニア部門1位・名古屋市議長賞　 
　　2年　臼井祐月　神谷美有紀　牧なつみ 
　　　 　石黒愛子　加藤由希子　武田泰実 
 

 

ギタ－・マンドリンクラブ 
●第36回全国高等学校ギタ－マンドリンフェスティバル（７月） 
　　優秀賞（中学生も参加） 
 
ソフトテニス部 
●平成18年度愛知県私学体育大会（７月） 
　中学女子の部　準優勝　冨田好美　臼井菜美子 
　第３位　浦田郁　井上萌 
 

バレ－ボ－ル部 
●私学祭体育大会（中学女子の部）春季大会（6月） 
　優勝 
●私学祭体育大会（中学女子の部）秋季大会（8月） 
　優勝 
 
 


