
月日 大会名等 成績・結果等 備考
4月14日 ２回戦　○１０－１岐阜第一高校（７回

コールド）

4月21日 準々決勝　○２－１関商工

4月28日 準決勝　○１０－３岐阜城北（８回コール
ド）

4月29日 決勝　○４－３大垣西 ２年ぶりの優勝　※5/21,27
第５９回東海地区高校野
球大会（岐阜市、大垣市）
に２年ぶり２４回目の出場

5月25日 １回戦　○５－０静清（静岡）

5月26日 準決勝　○７－１東邦（愛知）

5月27日 決勝　○１２－７近大高専（三重） ２年ぶり４回目の優勝

１回戦　○１２－５岐阜東

２回戦　○１２－２岐阜総合

３回戦　○５－０土岐紅陵

準々決勝　○７－１帝京大可児

準決勝　○６－５中京

決勝　○２－１関商工

３年ぶり２８回目の優勝
※８月８日からの全国選
手権（甲子園）に出場

硬式野球部

7月16日
～28日

第９４回全国高校野球選手
権大会岐阜大会（長良川球
場他）

H24 部活動成績　前期４月～９月

春季東海地区高等学校野球
大会

春季岐阜県高等学校野球大
会



8月13日
第９４回全国高校野球選手
権大会（阪神甲子園球場）

２回戦　県岐阜商●１－６新潟明訓（新
潟）

１回戦　県岐阜商○１１－１可児工

２回戦　県岐阜商○７－０斐太
準々決勝　県岐阜商○６－０海津明誠
準決勝　県岐阜商　大垣日大

月日 大会名等 成績・結果等 備考
5月19日 準々決勝○５－２高山西

5月20日 準決勝●１－４中京

5月26日 ３位決定戦○１－０ 第３位入賞

２回戦　○３－１吉城

代表決定戦　●１－９多治見北

月日 大会名等 成績・結果等 備考
5月12日
～13日

岐阜県高校総体（長良川テニ
スプラザ

男子団体優勝（２年ぶり） ２回戦３－０郡上、準々決
勝２－０加納、準決勝２－
０関、決勝２－０麗澤瑞浪
※東海高校総体（６月・岐
阜市）、全国高校総体（８
月・新潟県）に出場

女子団体優勝（２６年連続） ２回戦３－０大垣北、準々
決勝２－０郡上、準決勝２
－０関、決勝２－０麗澤瑞
浪　※東海高校総体（６
月・岐阜市）、全国高校総
体（８月・新潟県）に出場

7月25日
～26日

第５７回全国高等学校軟式
野球選手権岐阜大会（郡上
市合併記念公園市民球場
他）

岐阜県高校総体（中津川公
園野球場）

軟式野球部

テニス部

9月2日
～22日

秋季岐阜県高等学校野球大
会（大野レインボースタジア
ム他）

第９４回全国高校野球選手権大会岐阜大会優勝 



男子単１位菱田、２位古田、３位七野、岸
野、ベスト８森、池原、田中

女子単２位山田、３位青木、木部、ベスト
８安藤、渡辺

5月19日 岐阜県高校総体（長良川テニ
スプラザ

男子複１位古田・菱田、２位池原・七野、
３位田中・松尾、ベスト８池田・大島、岸
野・森女子複１位山田・青木、２位木部・木部、
３位葛谷・佐野、ベスト８安藤・箕浦

１６才以下男子単３位松尾魁人

１６才以下男子複１位堀・松尾、２位田
中・山岸

１６才以下女子単１位安藤帆乃香、２位
木部静、４位松井悠紀

１６才以下女子複１位安藤・木部、３位松
井・佐野

6月3日 東海ジュニア選手権県予選
（長良川テニスプラザ）

１８才以下男子単１位古田海人、２位菱
田亘槻、３位七野優祐、４位池原宥飛、
ベスト８岸野光

※シングルス６位まで、ダ
ブルス３位までが、東海
ジュニア選手権（７月・名古
屋市）に出場

１８才以下男子複１位池原・七野、２位古
田・菱田、４位池田・大島、ベスト８井平・
島袋、森・岸野

１８才以下女子単２位木部栞、３位青木
美映里、４位山田紗矢香、６位佐野歩
美、ベスト８渡辺晴香

１８才以下女子複１位木部・鵜飼（麗澤瑞

浪）、２位青木・山田、３位佐野・葛谷、ベ
スト８渡辺・箕浦、小森・原（恵那農）

男子単本戦１回戦菱田、古田

男子複ベスト４七野・古田、本戦１回戦田
中・松尾

女子単本戦２回戦青木、山田

女子複優勝木部・鵜飼（恵那農）、本戦１
回戦青木・山田

6月16日
～17日

東海高校総体（岐阜長良川
テニスプラザ）

男子団体３位 １回戦○２－０津（三重）、
準決勝●０－２名経大市
邨（愛知）

男子単ベスト８菱田

男子複ベスト８古田・菱田

女子団体３位 １回戦○２－１鈴鹿（三
重）、準決勝●０－２浜松
市立（静岡）

女子単３位山田、ベスト８青木

女子複ベスト８山田・青木、木部栞・木部
静

岐阜ヨネックスオープン（長良
川テニスプラザ）

5月27日

※６位までが東海高校総
体（６月・岐阜市）、２位ま
でが全国高校総体（８月・
新潟県）に出場

6月4日
～8日

東海ジュニア選手権県予選
（長良川テニスプラザ）

※上位入賞者は、東海
ジュニア選手権（７月・名古
屋市）に出場

※３位までが東海高校総
体（６月・岐阜市）、１位が
全国高校総体（８月・新潟
県）に出場



6月30日 国民体育大会県代表決定戦
（長良川テニスプラザ）

１位古田海人、２位菱田亘槻、４位七野
優祐、ベスト８池原宥飛

※古田、菱田が少年男子
選手に決定

２位木部栞、４位山田紗矢香、ベスト８青
木美映里

※木部が少年女子選手に
決定

男子団体　１回戦 県岐阜商●１－２慶応（神
奈川）

１回戦　県岐阜商○３－０
沖縄尚学（沖縄）
２回戦　県岐阜商●１－２
松商学園

男子シングルス　２回戦古田海人、菱田
亘槻

男子ダブルス　１回戦古田・菱田

女子シングルス　４回戦鵜飼美希、１回
戦青木美映里

女子ダブルス　２回戦青木・山田

男子団体　優勝 準々決勝○３－０関商工、
準決勝○３－０関、決勝○
３－０麗澤瑞浪　※１１月
の東海予選に出場

女子団体　優勝 準々決勝○３－０関有知、
準決勝○３－０関、決勝○
３－０麗澤瑞浪　※１１月
の東海予選に出場

月日 大会名等 成績・結果等 備考
5月19日 岐阜県高校総体（岐阜ファミ

リーパーク）
男子団体３位 ２回戦○３－０羽島北、３

回戦○２－１岐阜高専、
準々決勝○２－０多治見
北、準決勝●１－２美濃加女子団体２回戦 １回戦○２－１美濃加茂、
２回戦●０－３岐阜総合

男子個人ベスト８村上・大塚

月日 大会名等 成績・結果等 備考
5月19日 岐阜県高校総体（加納高校

他）
１回戦●０－３麗澤瑞浪

月日 大会名等 成績・結果等 備考
5月25日
～27日

岐阜県高校総体（岐阜メモリ
アルセンター）

男子総合優勝（トラック総合３位、
フィールド総合２位）

女子総合３位（トラック総合３位）

男子●110ｍH優勝15秒19中川誠治、５
位立川裕太、●4x400ｍ優勝3分21秒89
（杉山・秋吉・中川・高井）、●三段跳優勝
14ｍ53久保田倫宇、●やり投優勝59ｍ
33前田岳湖、●走り幅跳び２位水野貴
之、●400ｍ３位高井貴一、●200ｍ４位
高井貴一、

※６位まで東海高校総体
（６月・岐阜市）に出場

サッカー部

ソフトテニス部

陸上競技部

女子団体　２回戦

9月15日
～17日

県高校新人大会兼全国高校
選抜大会県予選（中津川公
園テニスコート他）

8月10日
～16日

全国高等学校総合体育大会
（新潟県）



女子●400ｍH優勝1分06秒11勝木あず
咲、●400ｍリレー２位、●400ｍ３位高木
真莉恵、４位勝木あず咲、●200ｍ４位武
藤あおい、●100ｍ５位西垣友梨、●100
ｍ障害２位若園茜、３位杉ノ下愛、５位間
宮里菜、●3000ｍ３位金森有香、●1600
ｍリレー２位、●走り幅跳び４位河瀬真
央、●走り高跳び６位間宮里菜

※６位まで東海高校総体
（６月・岐阜市）に出場

6月15日
～17日

東海高校総体（岐阜メモリア
ルセンター

男子●110mH５位中川誠治、●三段跳び
４位久保田倫宇、●走り高跳び７位堀江
真司●やり投げ５位前田岳湖

※６位まで全国高校総体
（８月・新潟）に出場

女子●400mリレー５位（西垣、杉ノ下、高
木、武藤）

7月7日
～8日

第77回県陸上選手権（国体
選手選考会）

男子●200m１位高井貴一●110m障害３
位中川誠治●走り高跳び３位堀江真司
●三段跳び３位久保田倫宇、５位水野貴
之●円盤投げ６位王超

※各種目上位８人は、東
海選手権（８月・三重県）に
出場

女子●200m４位高木真莉恵●400m障害
３位猿橋桃子●棒高跳び１位間宮里菜
●100m障害３位若園茜●走り幅跳び３
位河瀬真央、７位西垣友梨

男子●やり投げ予選２組２８位前田岳湖
●三段跳び予選２組１０位久保田倫宇
14m67●110mハードル予選７組３着14秒
91、準決勝３組８着14秒97中川誠治

女子●4x100mリレー予選３組（西垣、杉
ノ下、高木、武藤）48秒34

9月15日
～17日

男子総合　優勝（２年ぶり）

女子総合　優勝（４年ぶり） ※男女アベック優勝は９年
ぶり

男子●110H優勝中川誠治14秒87、４位
立川裕太●400mH優勝中川誠治54秒25
●4x100m優勝（矢橋・大鹿・立川・豊田）
42秒69●4x400m優勝（秋吉・豊田・大鹿・
中川）3分24秒46●400m４位秋吉祐亮●
800m４位長良将成、６位山田将史●
1500m４位長良将成●3000m障害５位山
本悠塁●円盤投げ４位王超

女子●100m優勝武藤あおい12秒47、６
位カリム理沙●200m２位武藤あおい25
秒94●400m４位勝木あず咲、５位猿橋桃
子●800m２位権藤菜津2分23秒94●
3000m２位金森有香10分08秒71●
100mH２位若園茜15秒21●400mH２位猿
橋桃子1分06秒17、３位勝木あず咲1分
06秒97●4x100m優勝（西垣・足立・武藤・
カリム）48秒99●4x400m優勝（勝木・足
立・猿橋・武藤）4分03秒95●1500m４位
金森有香●3000m２位金森有香●走り幅
跳び２位西垣友梨5m20、５位若園茜

7月29日
～8月2
日

全国高等学校総合体育大会
陸上競技（新潟）

第４１回県高校新人陸上対
抗選手権大会兼第１５回東
海高校新人選手権県予選
（関市中池公園競技場）



月日 大会名等 成績・結果等 備考
男子●400m自由形６位井上奨真

女子●50m自由形５位武山茜●100m５
位武山茜●800m自由形８位嶋愛佳里●
100m平泳ぎ２位中島万里花●200mフ
リーリレー３位（武山、中島、松波、近本）
●400mフリーリレー３位（武山、嶋、松
波、中島）●400mメドレーリレー５位（近
本、中島、武山、松波）

6月10日 岐阜県春季選手権（長良川
スイミングプラザ）

男子●200mリレー優勝（長屋、改田、古沢、高
島）

女子●平泳ぎ50m優勝川辺裕莉華●
200m個人メドレー優勝近本佳美●200m
メドレーリレー優勝（近本、川辺、加納、
大西）

6月30日
～7月1
日

岐阜県高校総体（長良川スイ
ミングプラザ）

男子学校対抗１位

女子学校対抗１位

　 第１日 男子●50m自由形１位長屋吉輝●200m
自由形３位井上奨真●1500m自由形３位
水谷尚睦、７位長沼諒●200m平泳ぎ３位
加納拓也、５位古沢洋平●200mバタフラ
イ６位吉田浩二●200m背泳ぎ１位高島
陽●400m個人メドレー５位加藤成悟、７
位長沼諒●400mメドレーリレー１位（高
島、古沢、井上敦、井上奨）

※各種目８位まで東海高
校総体（7/19-21・長良川
スイミングプラザ）に出場

女子●50m自由形１位武山茜、３位松波
歩美●200m自由形５位小野晶迦●800m
自由形１位嶋愛佳里●200m平泳ぎ３位
中島万里花、４位川辺裕莉華、５位大下
ひかり●200m背泳ぎ４位林美月●400m
個人メドレー２位近本佳美、７位加納由
稀●400mメドレーリレー１位（近本、中
島、武山、松波）

男子●100m自由形４位長屋吉輝●400m
自由形２位井上奨真●100m背泳ぎ１位
高島陽●100m平泳ぎ２位加納拓也、４位
古沢洋平●100mバタフライ５位吉田浩二
●200m個人メドレー４位井上敦博、８位
加藤成悟●400mリレー１位（井上奨、井
上敦、長屋、高島）●800mリレー２位

女子●100m自由形１位武山茜、３位松
波歩美●400m自由形２位嶋愛佳里、４
位加納由稀、６位大西果乃莉●100m背
泳ぎ２位近本佳美、３位林美月●100m平
泳ぎ２位中島万里花、４位川辺裕莉華●
400mリレー１位（中島、武山、松波、嶋）

7月7日
～8日

岐阜県選手権（国体県予選）
（長良川スイミングプラザ）

男子●100m平泳ぎ４位加納拓也●400m
個人メドレー７位加藤成悟●400m自由形
２位井上奨真●50m背泳ぎ８位加藤成悟
●200m平泳ぎ４位加納拓也●50mバタフ
ライ６位加納拓也

　第２日

水泳部

6月2日
～3日

第６３回浜名湾高校選手権
（静岡県浜松市総合水泳場）



女子●100m背泳ぎ４位近本佳美●100m
平泳ぎ５位川辺裕莉華●400m個人メド
レー３位近本佳美●200m背泳ぎ６位林
美月●50m平泳ぎ２位川辺裕莉華●
200m平泳ぎ３位川辺裕莉華●200m個人
メドレー５位近本佳美

7月20日
～22日

第５９回東海高等学校総合
体育大会水泳競技（長良川
スイミングプラザ）

男子●50m自由形３位長屋吉輝●100m
自由形６位長屋吉輝●200m自由形８位
井上奨真●400m自由形７位井上奨真●
100m背泳ぎ２位高島陽●200m背泳ぎ２
位高島陽●400mリレー５位（高島・長屋・
井上・水谷）●400mメドレーリレー４位（高
島・加納・井上・長屋）

女子●50m自由形７位武山茜●100m自
由形３位武山茜●800m自由形８位嶋愛
佳里●100m平泳ぎ２位中島万里花、４位
川辺裕莉華●200m平泳ぎ５位川辺万里
華●400mリレー４位（武山・中島・嶋・松
波）●400mメドレーリレー４位（近本・中
島・武山・松波）●

8月17日
～20日

全国高等学校総合体育大会
水泳競技（新潟県ダイエープ
ロビスフェニックスプール）

男子●400mリレー61位（井上・高島・水
谷・古沢）●50m自由形23位長屋吉輝●
100m背泳ぎ20位高島陽●200m背泳ぎ
14位高島陽●400mメドレーリレー48位
（長屋・加納・吉田・井上）

女子●50m自由形54位武山茜●800m自
由形予選５組８位嶋愛佳里●100m自由
形30位武山茜●400mメドレーリレー40位
（近本・中島・松波・武山）●100m平泳ぎ
40位中島万里花●400mリレー52位（武
山・松波・嶋・川辺）

9月15日
～17日

第６７回国民体育大会　ぎふ
清流国体（長良川スイミング
プラザ）

男子●少年男子B400m自由形４位井上
奨真●少年男子B100m平泳ぎ１６位加納
拓也●少年男子B400mメドレーリレー７
位（井上・加納）●少年男子A200m背泳
ぎ７位高島陽●少年男子A50m自由形１女子●少年女子A200m平泳ぎ１７位川辺
裕莉華●少年女子A400mメドレーリレー
９位（中島）●少年女子A50m自由形２７
位武山茜●少年女子A100m自由形２８位
武山茜●少年女子A400mリレー９位（武
山）●シンクロナイズドスイミング２０位小
関莉央

月日 大会名等 成績・結果等 備考
男子ベスト４ １回戦○県岐阜商－岐阜

東、２回戦○県岐阜商－
岐山、準決勝●県岐阜商
－市岐阜商

女子決勝進出 ２回戦○県岐阜商－大垣
東、準決勝○県岐阜商－
長良　※次週決勝へ進出

岐阜県高校総体（ヒマラヤア
リーナ他）

5月19日
～20日

ハンドボール部



男子第３位 ３位決定戦○県岐阜商30
－21富田　※東海高校総
体（６月・岐阜市）に出場

女子準優勝 決勝●県岐阜商13－24飛
騨高山　※東海高校総体
（６月・岐阜市）に出場

6月16日
～17日

東海高校総体（岐阜メモリア
ルセンター）

男子ベスト８ １回戦○県岐阜商28-23清
水東（静岡）、準々決勝●
県岐阜商22-25四日市工
（三重）

女子３位 １回戦○県岐阜商21-13四
日市商、準々決勝○県岐
阜商22-12清水商（静岡）
準決勝●県岐阜商25-27
星城（愛知）

月日 大会名等 成績・結果等 備考
男子ブロック決勝進出 ２回戦○県岐阜商２－０高

山工、３回戦○県岐阜商２
－０大垣北

女子ブロック決勝進出 １回戦○県岐阜商２－０中
津商、２回戦○県岐阜商２
－０長良、３回戦２－０岐
阜城北

5月26日
～27日

岐阜県高校総体（山県市総
合体育館他）

男子優勝（５年ぶり８回目） ブロック決勝○県岐阜商２
－０大垣北、決勝リーグ○
県岐阜商２－０岐南工、○
県岐阜商２－０多治見工、
○県岐阜商２－０岐阜工
※東海高校総体（６月・山
県市）、全国高校総体（８
月・富山県）に出場

女子優勝（２年ぶり４回目） ブロック決勝○県岐阜商２
－０岐阜城北、決勝リーグ
○県岐阜商２－０岐阜各
務野、○県岐阜商２－０岐
阜総合、○県岐阜商２－０
関商工　※東海高校総体
（６月・山県市）、全国高校
総体（８月・富山県）に出場

6月16日
～17日

東海高校総体（山県市総合
体育館）

男子ベスト８ 準々決勝●県岐阜商０－
２聖隷（静岡）

女子優勝（初） 準々決勝○県岐阜商２－
０椙山女（愛知）、準決勝
○県岐阜商２－０島田商
（静岡）、決勝○県岐阜商
２－０津商（三重）

7月14日
～16日

第６２回中部日本６人制バ
レーボール総合男女選手権
大会（三重県営サンアリー
ナ）

男子ベスト８ １回戦○県岐阜商２－１高
岡第一（富山）、準々決勝
●県岐阜商０－２創造学
園（長野）

岐阜県高校総体（ヒマラヤア
リーナ他）

岐阜県高校総体（山県市総
合体育館他）

5月20日

バレーボール部

5月26日



女子準優勝 準々決勝○県岐阜商２－
１富山第一（富山）、準決
勝○県岐阜商２－０津商
（三重）、決勝●県岐阜商
１－２東京都市大塩尻高
（長野）

7月30日
～8月5
日

全国高等学校総合体育大会
（バレーボール競技）

男子ベスト３２ 予選グループ●１－２石川
工（石川）、敗者復活戦○
２－０添上（奈良）、決勝
トーナメント１回戦○２－０
橘（神奈川）、同２回戦●０
－２仙台商（宮城）

女子ベスト３２ 予選グループ○２－１高松
商（香川）、決勝トーナメン
ト１回戦○２－０西原（沖
縄）、同２回戦●１－２札幌
山の手（北海道）

月日 大会名等 成績・結果等 備考
5月19日 岐阜県高校総体（岐阜メモリ

アルセンター、岐阜北高校、
大垣商高他）

男子２回戦 １回戦○県岐阜商－関商
工、２回戦●県岐阜商－
岐阜農林

5月20日 岐阜県高校総体（岐阜メモリ
アルセンター、岐阜北高校、
大垣商高他）

女子３回戦進出 １回戦○県岐阜商－多治
見、２回戦○各務原　※次
週３回戦へ

5月26日
～27日

岐阜県高校総体（岐阜メモリ
アルセンター）

女子ベスト４ ブロック決勝○県岐阜商
85-53大垣商、決勝リーグ
●県岐阜商47-68岐阜総
合、●県岐阜商52-135岐
阜女、●県岐阜商41-58土
岐商

月日 大会名等 成績・結果等 備考
5月12日
～13日

岐阜県高校総体（大垣市北
部体育館）

男子単１位後藤、２位稲川、３位古田、ベ
スト８川上、田中

※１位、２位が全国高校総
体（８月・福井）に出場

女子単１位中村、２位林千、ベスト８三
輪、横

※１位が全国高校総体（８
月・福井）に出場[5/26に
１，２位決定戦]

男子複１位後藤・稲川、３位古田・小竹、
ベスト８田中・番

※１位、２位が全国高校総
体（８月・福井）に出場

女子複１位林千・横山、２位三輪・苅谷、
ベスト８林瑞・笠井

※１位が全国高校総体（８
月・福井）に出場[5/26に
１，２位決定戦]

5月19日 岐阜県高校総体（大垣市総
合体育館）

男子団体優勝（３年連続３０回目） ２回戦○３－０岐阜工、
準々決勝○３－０岐阜、準
決勝○３－０大垣東、決勝
○３－０大垣西　※東海高
校総体（６月・池田町、全
国高校総体（８月・福井）に
出場

バドミントン部

バスケットボール部



女子団体優勝（３年連続２４回目） ２回戦○３－０本巣松陽、
準々決勝○３－０多治見
西、準決勝○３－０高山
西、決勝○３－０大垣西
※東海高校総体（６月・池
田町、全国高校総体（８
月・福井）に出場

5月26日 岐阜県高校総体　女子個人
順位決定戦（県岐阜商）

女子個人単１位中村、２位上野 ※１位、２位が全国高校総
体（８月・福井）に出場

女子個人複１位上野・中村、２位林千・横
山

※１位、２位が全国高校総
体（８月・福井）に出場

6月16日
～17日

東海高校総体（池田町総合
体育館）

男子団体準優勝 準々決勝○３－０愛工大
名電（愛知）、準決勝○３
－１名経大市邨（愛知）、
決勝●１－３岡崎城西（愛
知）

女子団体優勝（７年ぶり５回目） 準々決勝○３－２御殿場
西（静岡）、準決勝○３－０
皇學館（三重）、決勝○３
－１岡崎城西（愛知）

7月14日 岐阜地区高校総体（男子：県
岐阜商、女子：富田高）

男子団体優勝（２年連続２３回目）

女子団体優勝（２２年連続２３回目）

8月1日
～6日

全国高等学校総合体育大会
（福井市）

男子学校対抗　１回戦 １回戦　●１－３千葉敬愛
（千葉）

女子学校対抗　第３位
（１０年ぶり４回目）

２回戦　○３－０別府鶴
見ヶ丘（大分）、３回戦　○
３－２西武台千葉（千葉）、
準々決勝　○３－２とわの
森三愛（南北海道）、準決
勝　●０－３聖ウルスラ学
院英智（宮城）

男子単　ベスト１６後藤圭亮、１回戦稲川
義樹

男子複　２回戦後藤・稲川

女子単　ベスト１６上野亜実、１回戦中村
朱里

女子複　第５位（ベスト８）上野・中村、３
回戦横山・林千

男子準優勝川上航季、ベスト８小竹剛
生、牧田幸記、ベスト１６安藤孝史、山野
内佳貴

女子準優勝笠井美歩、３位苅谷悠、ベス
ト８林瑞希、ベスト１６犬飼あかね

8月15日 男子単１位古田将也、２位小竹剛生、４
位川上航季

男子複１位古田・小竹、２位川上・山野内

JOCカップ全日本ジュニア選
手権大会県代表選手選考会
（岐阜市西部体育館）

※各種別１位が全日本
ジュニア選手権（９月・宮
崎）、２位までが東海総合
選手権（９月・富士市）に出
場

8月4日 第４６回岐阜県選手権２部単
（各務原市総合体育館）



女子単１位林千里、２位横山文香、ベスト
８林瑞希、苅谷悠

女子複１位林千・横山、３位林瑞・苅谷

9月15日
～17日

JOCカップ全日本ジュニア選
手権大会（宮崎市）

男子シングルス２回戦古田将也、男子ダ
ブルス１回戦古田・小竹
女子シングルス２回戦林千里、女子ダブ
ルス１回戦林千・横山

月日 大会名等 成績・結果等 備考
5月19日
～20日

岐阜県高校総体（大垣城
ホール）

男子団体準優勝 ２回戦○３－０吉城、３回
戦３－１大垣東、準々決勝
○３－１飛騨高山、準決勝
○３－２関商工、決勝●１
－３富田　※東海高校総
体（６月・多治見）に出場

女子団体優勝（約３０年ぶり） ２回戦○３－０大垣南、３
回戦３－０土岐紅陵、準々
決勝○３－０飛騨高山、準
決勝○３－０大垣北、決勝
○３－２富田　※東海高校
総体（６月・多治見）、全国
高校総体（８月・長野）に出
場

5月26日
～27日

岐阜県高校総体（多治見市
総合体育館）

男子シングルス４位小里裕也 ※東海高校総体（６月・多
治見）、全国高校総体（８
月・長野）に出場

女子シングルス優勝加藤知秋、４位加藤
杏華、５位上野有希、６位山田春花、７位
鈴木かんな

※７位まで東海高校総体
（６月・多治見）、４位まで
全国高校総体（８月・長野）
に出場

女子ダブルス優勝加藤知・上野、３位山
田春・加藤杏、４位鈴木・間宮、ベスト８若
曽根・井後

※４位まで東海高校総体
（６月・多治見）、２位まで
全国高校総体（８月・長野）
に出場

6月16日
～17日

東海高校総体（多治見市総
合体育館）

男子団体１回戦 １回戦●１－３日大三島
（静岡）

女子団体３位 １回戦○３－０浜松北（静
岡）、準々決勝○３－０紀
南（三重）、準決勝●２－３
みずほ大瑞穂（愛知）

女子単優勝加藤知、３位加藤杏、ベスト８
鈴木、上野

女子複優勝加藤知・上野、ベスト８山田・
加藤杏、鈴木・間宮

7月14日
～16日

第６４回中部日本卓球選手
権大会（焼津市総合体育館
シーガルドーム）

ジュニア女子シングルス優勝加藤知秋、
準優勝加藤杏華、ベスト１６山田春花

※加藤知、加藤杏、山田
の３名がランク入り

女子ダブルスベスト８加藤知秋・加藤杏
華

※加藤知・加藤杏ペアでラ
ンク入り

卓球部



8月1日
～5日

全国高等学校総合体育大会
（卓球競技大会）

女子学校対抗　第３位
（初）
女子ダブルス　５位加藤知秋・上野有希

女子シングルス　ベスト１６加藤知秋、加
藤杏華

男子シングルス優勝榎本凌一、２位大村
和也、３位日榮佑真

女子シングルス準優勝間宮利帆、３位井
後帆乃香、ベスト１６太田亜美

男子参考戦トーナメントベスト３２大村和
也、日榮佑真

女子参考戦トーナメント１位山田春花、ベ
スト８鈴木かんな、上野有希、ベスト１６
間宮利帆

女子選考リーグ１位加藤知秋、２位加藤
杏華、５位山田春花

8月19日 岐阜市民卓球大会高校の部 男子２年シングルス優勝榎本凌一、２位
日榮佑真

男子１年シングルス優勝長屋高貴、２位
大橋拓弥

女子シングルス優勝間宮利帆、３位伊藤
早紀、ベスト８井後帆乃香

女子ダブルス優勝間宮利帆・井後帆乃
香、ベスト８伊藤早紀・太田亜美

8月26日 春日井オープン卓球大会 一般女子シングルスベスト８間宮利帆

8月22日
～29日

日韓中ジュニア交流競技会 出場　加藤知秋

9月2日 東海卓球選手権県予選 県予選通過本大会出場（前年度ランク入
り出場含む）男子ダブルス１組、ジュニア
男子シングルス７名、女子ダブルス４組、
女子シングルス１名、ジュニア女子シング
ルス７名

9月15日 岐阜地区高校総体 男子１部優勝　２部準優勝

女子１部優勝

9月16日 岐阜県卓球選手権（ヒマラヤ
アリーナ）

男子シングルスベスト８榎本凌一、宮脇
修平
女子優勝間宮利帆、ベスト８伊藤早紀

9月15日
～17日

後藤杯卓球選手権大会（名
古屋オープン）

女子ダブルス３位加藤知秋・上野有希（ラ
ンク入り）

女子シングルスベスト１６加藤知秋、ベス
ト３２鈴木かんな

女子ジュニアシングルス優勝加藤杏華、
３位上野有希、ベスト８山田春花（以上３
名ランク入り）

国民体育大会卓球競技少年
参考戦

8月12日

8月9日 岐阜県高校生卓球大会



月日 大会名等 成績・結果等 備考
男子団体１回戦 １回戦　●０－４関有知

女子団体１回戦 １回戦　●１－１（内容勝
ち）関商工

月日 大会名等 成績・結果等 備考
5月19日 岐阜県高校総体（関市総合

体育館）
女子団体ベスト８ ２回戦県岐阜商○（不戦

勝）武義、３回戦県岐阜商
○２－２（代表勝ち）大垣
東、準々決勝県岐阜商●
０－４関商工

5月26日 岐阜県高校総体（下呂市交
流会館）

男子団体２回戦 １回戦県岐阜商○３－１大
垣養老、２回戦１－２岐阜
北

月日 大会名等 成績・結果等 備考
5月12日
～13日

岐阜県高校総体（岐阜メモリ
アルセンター）

男子団体組手準優勝

女子団体組手優勝 ※全国高校総体（７，８月・
新潟県）に出場

男子個人形１位棚瀬、２位汲田、３位福
永、国枝

男子個人組手２位藤井、３位太田、小栗

女子個人形２位清家、３位国枝

女子個人組手１位清家、３位岡崎、伊東

6月16日
～17日

東海高校総体（美濃加茂市
中央体育館）

男子団体組手２位 １回戦○５－０東邦（愛
知）、準決勝○[判定勝ち]
常葉菊川（静岡）、決勝●
１－４御殿場西（静岡）

女子団体組手２位 １回戦○［ポイント勝ち］常
葉菊川（静岡）、準決勝○
４－０川越（三重）、決勝●
１－４御殿場西（静岡）

男子個人形決勝トーナメント１回戦汲田、
棚瀬、福永、国枝

男子組手ベスト８藤井

女子個人形決勝トーナメント１回戦国枝

女子組手３位清家、ベスト８中村

月日 大会名等 成績・結果等 備考
6月 岐阜県美術展（岐阜県美術

館）
優秀賞　３年水野ひろみ、３年松田恵子 　

入選　３年渡辺百香、３年富樫弘菜、２年
澤田奈菜依

※１位、２位が全国高校総
体（７，８月・新潟県）に出
場

柔道部

5月13日 岐阜県高校総体（大垣市武
道館）

剣道部

空手道部

書道部



7月 高校生国際美術展 奨励賞　２年国廣有紀、２年杉山紗希

佳作　３年松田恵子

8月12日 全国高等学校総合文化祭
書道部門　富山大会

特別賞　3年　水野ひろみ 岐阜県代表として参加

8月26日 全日本高校大学書道展 優秀賞　１年　村瀬愛実
準優秀賞　３年松田恵子　２年国廣有紀
２年加藤みゆき　２年杉山沙希　２年林さ
やか

月日 大会名等 成績・結果等 備考
6月2日 団体２等（３位）

珠算個人競技３等多田善晶 ※全国高校珠算電卓競技
大会（７月・東京都）に出場

種目別　読上暗算３等（３位）多田善晶、
応用計算３等（３位）多田善晶、加藤栞

個人３等　加藤栞、多田善晶、杉山文香 　

優良賞　竹川悠帆

月日 大会名等 成績・結果等 備考
6月23日 第８２回全国高等学校速記

競技大会岐阜県予選
団体優勝

個人優勝　３年小川桃実

8月5日 第８２回全国高等学校速記
競技大会

団体　準優勝

個人　準優勝

9月8日 第５８回岐阜県高等学校商
業実務競技大会（東濃実業

団体優勝

個人　初級の部　優勝、上級の部　優勝

月日 大会名等 成績・結果等 備考
団体　優勝

個人　準優勝 松尾 ３位 松波

IT部門　団体　優勝（４年連続１０回
目）
IT部門　個人　準優勝、３位、４位

FE部門　団体　優勝（７年連続７回目）

FE部門　個人　準優勝、４位

団体　優勝（４年連続１２回目）

個人　優勝、準優勝、３位、４位

団体　準優勝

個人　優勝

9月8日 岐阜県高等学校商業実務競
技大会

情報処理部門　初級の部　団体　優
勝

8月2日 全国高等学校情報処理選手
権

珠算部

EDP部

※全国高校情報処理競技
大会（７月・千葉市）に出場

速記部

7月8日 第６４回岐阜県学生珠算競
技大会

第５９回全国高校珠算電卓
競技大会県予選会（土岐商）

6月2日 第25回岐阜県高等学校情報
処理競技大会

7月25日
～26日

全国高等学校IT・簿記選手
権大会

7月29日 第２４回全国高等学校情報
処理競技大会



情報処理部門　初級の部　個人　１位、２
位、３位

情報処理部門　上級の部　団体　優
勝
情報処理部門　上級の部　個人　１位、３
位

月日 大会名等 成績・結果等 備考

団体　優勝

個人　優勝小森香代子、二等北川真衣、
濱野恵梨菜、三等山崎愛華、吉田春香

団体　優勝

個人　最優秀賞北川真衣、　優秀賞小森
香代子、濱野恵梨菜

第３２回全国高等学校IT・簿
記選手権大会

日商簿記１級部門　団体　優勝 ７年連続１３回目

個人　優勝神戸真季、３位山田園夏、４
位松岡健史、５位高橋紀乃、７位伊藤
凌、８位加納　匠、９位関谷明日香、１０
位佐合祐亮

簿記部門　団体　優勝 ９年連続１９回目

個人　優勝北川真衣、準優勝小森香代
子、３位濱野恵梨菜、４位伊藤　凌、５位
山崎愛華、６位佐藤辰由、８位垣ヶ原凌
也、１０位長谷川智史

9月8日 第５８回岐阜県高等学校商
業実務競技大会（東濃実業

初級の部　団体　優勝

初級の部　個人　優勝

上級の部　団体　優勝

上級の部　個人　優勝

月日 大会名等 成績・結果等 備考
5月20日 ライフル射撃：　岐阜県高校

総体（白川町特設射撃場）
ビームライフル女子個人５位佐藤有香 ※全国高校選手権（７月・

広島）に出場

7月28日
～31日

第５０回全国高等学校ライフ
ル射撃選手権大会（広島県
安芸太田町）

ビームライフル女子個人４０位　佐藤有
香

7月15日
～16日

第３９回全日本ビームライフ
ル射撃競技選手権大会（栃
木県大田原市）

ビームライフル女子３７位　佐藤有香

7月26日
～29日

第３６回全日本ジュニア障害
馬術大会２０１２（山梨県馬術
競技場）

チルドレンライダー選手権第３位 吉田ま
なみ（＆プリンセス・ネーブル）

その他

簿記部

※全国高校簿記コンクー
ル（７月２２日・明海大）に
出場

7月26日

6月16日 第２８回全国高等学校簿記コ
ンクール岐阜県予選

7月22日 第２８回全国高等学校簿記コ
ンクール

7月25日


