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Club活躍クラブの

※学年は２０10年１０月現在

高等学校

ソフトテニス部

●愛知県高等学校総合体育大会
（5/22・23　一宮庭球場）

　団体 2 位　3 年　市川真理　井上美沙樹　佐野円香
　　　　　　　　　三宅真央　甲斐香純　村手礼奈
　　　　　　　　　蛭間友里恵　野々山あづみ
　個人 2 位　3 年　市川真理　井上美沙樹
　　　 3 位　3 年　佐野円香　三宅真央
　　　 9 位　3 年　甲斐香純　村手礼奈
●国民体育大会選考会（7/22　豊橋市庭球場）
　個人優勝　3 年　市川真理　井上美沙樹
　　　 5 位　3 年　佐野円香　三宅真央
　　　 5 位　3 年　蛭間友里恵　野々山あづみ
●愛知県私立学校体育大会（8/16・17　口論義運動公園）
　個人優勝　3 年　市川真理　井上美沙樹
　　　 2 位　3 年　佐野円香　三宅真央

水泳部

●第 61 回浜名湾高校生選手権水泳競技大会
（6/5・6　浜松市総合水泳場）

　200 ｍリレー　2 位
　400 ｍリレー　2 位
　200 ｍバタフライ　1 位　3 年　鵜飼瑞季
　100 ｍバタフライ　2 位　3 年　鵜飼瑞季
　100 ｍ背泳ぎ　　　2 位　3 年　岩田博子
　100 ｍバタフライ　3 位　3 年　竹内洋子
●愛知県高等学校総合体育大会

（6/26・27　日本ガイシアリーナ）
　団体　女子総合　3 位
　400 ｍメドレーリレー　1 位　
　　3 年　樋田裕恵・福井絢香・竹内洋子・富田千尋
　100 ｍバタフライ　3 位　3 年　竹内洋子
　100 ｍ平泳ぎ　1 位　3 年　福井絢香
　200 ｍ平泳ぎ　1 位　3 年　福井絢香
　100 ｍ背泳ぎ　2 位　3 年　樋田裕恵
　 50 ｍ自由形　 3 位　3 年　富田千尋
●東海高等学校総合体育大会

（7/23 〜 25　日本ガイシアリーナ）
　400 ｍメドレーリレー　3 位　
　　3 年　樋田裕恵・福井絢香・竹内洋子・富田千尋
　200 ｍ背泳ぎ　2 位　3 年　岩田博子
　100 ｍ背泳ぎ　3 位　3 年　岩田博子
●ＪＯＣジュニアオリンピック夏季水泳競技大会

（8/26 〜 30　東京辰巳国際水泳場）
　400 ｍメドレーリレー　4 位　
　　3 年　樋田裕恵・福井絢香・竹内洋子・富田千尋

　　水泳部練習風景

ギター
マンドリン部

●第 40 回記念全国高等学校ギターマンドリンフェスティ
　バル（7/24　大阪府吹田市）
　優秀賞・ドイツ連邦共和国総領事賞

バトン
トワーリング部

●第 13 回愛知県バトントワーリング大会
（7/19　日本ガイシホール）

　個人
　トゥバトン金賞
　　1 年　西村真理子　1 年　大竹咲貴　1 年　濱崎茜
　ソロストラット金賞
　　1 年　西村真理子　2 年　森本結衣　2 年　蜷川知美
　ダンストワール金賞
　　1 年　濱崎茜　3 年　水谷優里　1 年　河合智香

大学

弓道部

●第 4 回ナゴヤユニバーシティカップ
（4/4　日本ガイシスポーツプラザ）

< 団体 >　決勝トーナメント進出
< 個人 >　決勝戦進出　2 年　三橋由季
●昇段審査（4/18　日本ガイシスポーツプラザ）
< 初段合格者 >
　2 年　後藤元優
　2 年　柴田一樹
　2 年　山田ひとみ
●昇段審査（5/9　岡崎市中央総合公園）
< 初段合格者 >　2 年　大澤哲生
●第 53 回東海学生弓道選手権大会

（5/15・16　愛知県体育館特設弓道場）
< 男子団体 >
　A チーム　決勝トーナメント進出
< 男子個人 >
　9･10 位決定戦進出　3 年　大田恭平
　決勝戦進出　2 年　岡村元信
< 女子団体 >
　C チーム　決勝トーナメント進出
< 女子個人 >
　決勝戦進出　3 年　山崎晴
●昇段審査（6/6　蒲郡市民体育センター弓道場）
< 初段合格者 >　2 年　今井経太
●昇段審査（7/25　日本ガイシスポーツプラザ）
< 参段合格者 >　3 年　中井美波

ソフトテニス部 ●春季愛知リーグ（6/10 〜 12　一宮テニスコート）
< 大学対抗戦 >　3 部リーグ　全 7 校中 4 位

なぎなた部

●第 49 回全日本学生なぎなた選手権大会
（8/7・8　福井県立武道館）

< 公開競技　男子個人の部 >
　ベスト 16　2 年　山北研人

バドミントン部

●第 111 回東海地区大学バドミントン選手権大会
（4/5 〜 10　天白・名東スポーツセンター）

< 男子団体 >　2 部リーグ　2 位
　　　　　　　 1 部入替戦　勝利　1 部昇格
< 女子団体 >　1 部リーグ　3 位
●第 58 回東海学生バドミントン選手権大会

（4/19 〜 23　千種・天白・名東スポーツセンター）
< 男子ダブルス >
　準優勝　4 年 成田純也・3 年 島岡亮治　ペア
< 女子シングル >　3 位　1 年 江崎祥代
< 女子ダブルス >　
　準優勝　3 年 永田知里・1 年 成田茉以　ペア

フィギュア
スケート部

●第 34 回中部学生新人歓迎フリー大会
（5/22　邦和スポーツランド）

< 選手権女子クラス >　優勝　4 年　石原瑠衣
<D クラス女子 >　第 3 位　2 年　三輪咲歩
●第 24 回中部学生氷上競技連盟フィギュアスケート
　親善競技会

（8/22　邦和スポーツランド）
< Ｃクラス女子 >　1 年　矢野夢佳　8 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
（6/19　稲永スポーツセンター）

< 規定演技 >　3 位
< 自由演技 >　1 位

体育館で練習する
チアリーディング部
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ソフトテニス部

●第 38 回名古屋市中学生ソフトテニス選手権（5/2）
　女子の部　3 位　3 年　小川真依・庄司有希ペア
●第 47 回名古屋市中学校総合体育大会（7/21）
　女子個人 B ブロック　2 位　小川真依・庄司有希ペア
　※県大会出場

バドミントン部

●第 47 回名古屋市中学校総合体育大会（7/22）
　女子団体　準優勝
　女子ダブルス
　　3 位　3 年　田中明香里・米村日向子
　　3 位　3 年　清水玲花・林里穂
　※県大会出場
●第 52 回名古屋市民スポーツ祭（8/23）
　中学生女子ダブルス
　　3 位　3 年　田中明香里・米村日向子
　　3 位　3 年　清水玲花・林里穂

ソフトボール部 ●平成 22 年度愛知県私学祭体育大会夏季大会（8/24）
　優勝

バスケットボール部 ●平成 22 年度愛知県私学祭体育大会（6/13）
　中学女子の部　優勝

バレーボール部 ●平成 22 年度愛知県私学祭体育大会　夏季大会（8/28）
　優勝

硬式テニス部
●市民スポーツ祭
　ダブルス　準優勝
　   3 年　伏見汐央・１年　米田理沙

吹奏楽部

●平成 22 年度愛知県吹奏楽コンクール名古屋地区大会
（7/26）

　中学校 A 編成の部　銀賞
●第 53 回中部日本吹奏楽コンクール名古屋市大会（8/7）
　優良

　　オープンスクールの全体会で演奏（5/29、大アリーナ）

ギター・

マンドリン部

●第 40 回全国高校ギター・マンドリンフェスティバル
（7/24）

　優秀賞・ドイツ連邦共和国総領事賞（中学生も出場）

　  ギター・マンドリン部演奏風景

中学校

陸上競技部

●第 47 回名古屋市中学校総合体育大会（5/29）
　女子 3 年　100m  1 位　北野有紀 
　女子 1 年　100m  1 位　北野喜里帆
　女子　4 × 100m   2 位　
　　北野有紀・祖父江慈樹・北野喜里帆・吉田奈生 
●通信名古屋支部予選会（6/12・19）
　女子３年　100m  　1 位　北野有紀
　共通　　　200m　　1 位　北野有紀
　女子 1 年　100m  　1 位　北野喜里帆
　　　　　　　　　　　2 位　吉田奈生
　女子 1 年　100mH　1 位　吉田奈生
　　　　　　　　　　　2 位　北野喜里帆
●第 56 回全日本中学校通信陸上愛知県大会（7/19)
　3 年 100m　1 位､ 共通 200m　1 位　北野有紀
　1 年 100m　5 位　北野喜里帆
　1 年 100m　6 位　吉田奈生
　4 × 100m リレー　7 位   
　　北野有紀・祖父江慈樹・北野喜里帆・吉田奈生
●第 64 回愛知県総合体育大会（7/29・30）
　3 年 100m　1 位　北野有紀
　1 年 100m　6 位　北野喜里帆
　4 × 100m リレー　6 位
　　北野有紀・祖父江慈樹・北野喜里帆・吉田奈生
●第 37 回全日本中学校陸上競技選手権大会

（8/20 〜 23)
 　女子 200m　8 位　北野有紀

　　陸上部練習風景

水泳部

● 2010 年度愛知県ジュニアオリンピック水泳競技大会
（6/12・13・20）

　50m 平泳ぎ　　11&12 才の部  1 位　1 年　中野愛
　100m 平泳ぎ　　　　〃　　  　3 位   1 年　中野愛
　200m、400m、800m 自由形   3 位　2 年　後藤怜
●第 47 回名古屋市中学校総合体育大会水泳競技大会

（7/21・22)
　総合　2 位
　女子 400m メドレーリレー　2 位 
　　3 年　加藤真由　2 年　玉川結実子・後藤怜・中野愛
　400m 自由形　　3 位　２年　後藤怜
　50m バタフライ　1 位　1 年　堀未有
●第 64 回愛知県中学校総合体育大会水泳競技大会

（7/28・29）
　総合　5 位
　女子 400m メドレーリレー　2 位 
　　加藤真由・玉川結実子・後藤怜・中野愛
　100m バタフライ　6 位　玉川結実子
　400m 自由形　7 位、800m 自由形　３位　後藤怜
●第 32 回東海中学校総合体育大会水泳競技大会（8/8）
　女子 400m メドレーリレー  4 位 
　　加藤真由・玉川結実子・後藤怜・中野愛
　100m バタフライ　8 位　玉川結実子
　800m 自由形　　　4 位　後藤怜
●第 40 回全国中学校総合体育大会水泳競技大会出場

（8/21 〜 23）
　女子 400m メドレーリレー   
　　加藤真由・玉川結実子・後藤怜・中野愛
　400m 自由形　800m 自由形　後藤怜
●市民スポーツ祭（8/1）
　100m 自由形　　 3 位　3 年　大橋佳奈
　 50m バタフライ　2 位　1 年　堀未有
　 50m 平泳ぎ　　　1 位　1 年　中野愛


