
月日 大会名等 成績・結果等 備考
10月1日 ぎふ清流国体（大野レイン

ボースタジアム）
２回戦　県岐阜商○１０－５天理（奈良
県）

10月3日 ぎふ清流国体（長良川球
場）

準決勝　県岐阜商●１－１１仙台育英
（宮城県）

※日程変更により、第３位入
賞

10月4日 秋季岐阜県高等学校野球
大会

決勝　県岐阜商○４－３市岐阜商（延
長１１回サヨナラ勝ち）

８年ぶり優勝（春・夏・秋の完
全制覇は２６年ぶり６回目）

10月21日 準々決勝　県岐阜商○８－０愛知啓成
（愛知３位）

10月27日 準決勝　県岐阜商○２－１常葉菊川
（静岡２位）９回サヨナラ勝ち

10月28日 決勝　県岐阜商○９－３菰野（三重１
位）

５１年ぶり優勝・神宮大会出
場決定　【春・秋の東海大会
制覇、さらに県大会春・夏・
秋を含め年間５大会の完全
優勝は岐阜県高校野球史上
初！】

11月12日 第４３回明治神宮野球大会
（東京・神宮球場）

準々決勝　県岐阜商●２－６仙台育英
（東北）

1月25日

月日 大会名等 成績・結果等 備考
9月17日 ２回戦　○２－０中京
10月13日 準決勝　●０－６多治見北
10月14日 ３位決定戦　●４－６岐阜工業

月日 大会名等 成績・結果等 備考
9月30日 ぎふ清流国体（長良川テニ

スプラザ）
少年男子（古田、菱田）２回戦 １回戦○２－０佐賀県、２回

戦●０－２愛知県
少年女子（木部栞）３回戦 ２回戦○２－０宮城県、３回

戦●０－２東京都
10月14日 県高校新人大会（岐阜ファ

ミリーパーク）
男子ダブルス　優勝菱田・岸田、準優
勝森・松尾、４位田中・山岸
女子シングルス　優勝山田紗矢香、準
優勝青木美映里、３位安藤帆乃香、４
位佐野歩美、ベスト８箕浦愛、渡辺晴
香、木部静、松居悠紀

11月11日 第３５回全国選抜高校大会
東海地区大会（名古屋市
東山公園テニスセンター）

男子団体　準優勝 １回戦○３－０名古屋（愛
知）、準決勝○３－２浜松市
立（静岡）、決勝●１－３名経
大市邨（愛知）　※全国選抜
大会（３月・博多）に出場

軟式野球部

第６１回岐阜県高校軟式野
球秋季新人大会（まきがね
公園野球場他）

H24 部活動成績（１０月～）

テニス部

第８５回選抜高校野球大会東海地区代表校に選出！（１８年ぶり２７度目）

硬式野球部

第６５回秋季東海地区高校
野球大会（静岡県清水庵
原球場、浜松球場他）



女子団体　準優勝 １回戦○４－１静岡市立（静
岡）、準決勝３－１椙山女学
園（愛知）、決勝０－３名経大
高蔵（愛知）　※全国選抜大
会（３月・博多）に出場

男子シングルス３位塚原慎斗

女子シングルス４位木部静

月日 大会名等 成績・結果等 備考
10月21日 県高校新人大会（中津川

公園テニスコート）
男子団体　準々決勝○２－１岐阜高
専、準決勝０－２中京

月日 大会名等 成績・結果等 備考
10月27日 第９１回全国高校選手権大

会（杭瀬川グラウンド他）
４回戦●県岐阜商１－２大垣西

月日 大会名等 成績・結果等 備考
10月5日～
9日

ぎふ清流国体（岐阜メモリ
アルセンター）

少年男子A●三段跳２４位久保田倫宇

少年女子共通●棒高跳４位間宮里菜

10月27日 第１５回東海新人選手権大
会（三重県営陸上競技場）

男子●110mH４位中川誠治、4x100m４
位（矢橋、大鹿、立川、豊田）

11月4日 岐阜県高等学校駅伝競走
大会（岐阜県庁～羽島）

男子第５位（２時間１７秒０１：窪田、石
黒、長良、山本、長屋、村瀬）

※男女とも東海高校駅伝
（11/25岐阜市）へ出場

女子第４位（１時間１７秒２０：金森、権
藤、小野島、伊藤、岸野）

月日 大会名等 成績・結果等 備考
10月6日～
9日

ぎふ清流国体（飛騨ビッグ
アリーナ）

少年男子　優勝（初）　※本校より横山
大貴選手出場

２回戦○３３－２０茨城県、
準々決勝○３２－３１福井
県、準決勝○３１－２８大分
県、決勝○３１－２４山口県

12月22日
～24日

岐阜県高校新人大会兼全
国選抜大会県予選（岐阜メ
モリアルセンター）

男子　４位 １回戦○26-8岐山、２回戦○
18-12富田、ブロック決勝●
10-24高山西

女子　２位 ブロック決勝23-8斐太、決勝
リーグ△19-19長良、●9-26
飛騨高山（得失点差により２
位）　※東海高校選手権（２
月・鈴鹿市）に出場

月日 大会名等 成績・結果等 備考
10月5日 ぎふ清流国体（山県市総合

体育館、南濃体育館）
少年男子１回戦 岐阜選抜●０－２千葉県

少年女子１回戦 岐阜選抜●０－２山口県

10月28日
～11月4日

第６５回全日本高校選手権
県代表決定戦（岐南工他）

男子 ２回戦○２－０飛騨高山、３
回戦○２－０岐阜北、準々決
勝○２－０大垣工、準決勝○
２－０関商工

ソフトテニス部

ハンドボール部

陸上競技部

サッカー部

バレーボール部

11月25日 MUFGジュニアテニス県予
選（長良川テニスプラザ）



女子 準々決勝○２－０大垣養老、
準決勝○岐阜各務野

11月18日 第６５回全日本高校選手権
県代表決定戦（ヒマラヤア
リーナ）

男子　優勝（２年連続９回目） 決勝　県岐阜商３－１岐阜工
業　※全日本高校選手権（１
月・さいたまアリーナ他）に出
場

女子　優勝（３年連続４回目） 決勝　県岐阜商３－０岐阜総
合　※全日本高校選手権（１
月・さいたまアリーナ他）に出
場

男子　１回戦 １回戦県岐阜商●１－２高知

女子　２回戦 １回戦県岐阜商○２－１就
実、２回戦●県岐阜商０－２
共栄学園（東京）

2月3日～9
日

岐阜県高校新人大会兼東
海高校選抜大会県予選
（安八町総合体育館他）

男子　準優勝 ２回戦県岐阜商○２－０岐阜
聖徳、準々決勝県岐阜商○
２－０郡上、決勝県岐阜商●
０－２岐阜工業 (25-27, 24-
26）

女子　優勝（４年連続５回目） １回戦県岐阜商○２－０郡
上、２回戦県岐阜商○２－０
岐阜、準々決勝県岐阜商○
２－０岐阜城北、準決勝県岐
阜商○２－０関商工、決勝県
岐阜商○２－０大垣商 (25-
12, 25-9)

月日 大会名等 成績・結果等 備考
10月21日 男子　２回戦 １回戦○県岐阜商１３０－６７

瑞浪、２回戦●県岐阜商５１
－７５大垣南

10月28日 女子　ベスト８ ２回戦○県岐阜商１３９－２３
関、３回戦○県岐阜商９９－
７１中津商、準々決勝●県岐
阜商５５－７３高山西

月日 大会名等 成績・結果等 備考
10月5日～
8日

ぎふ清流国体（池田町総合
体育館）

少年男子（後藤圭亮・稲川義樹・古田
将也）　第５位入賞

１回戦○２－１熊本県、準々
決勝●０－２東京都

少年女子（上野亜実・中村朱里）　第５
位入賞

１回戦○２－０岩手県、２回
戦○２－０島根県、３回戦○
２－０長野県、準々決勝●０
－２青森県

11月3日 岐阜県高等学校新人バドミ
ントン大会兼全国選抜大会
県予選会（大垣市総合体
育館）

男子団体優勝（３年連続２３回目） ２回戦○３－０岐阜、準々決
勝○３－０岐阜工、準決勝３
－０大垣東、決勝○３－０大
垣北　※選抜東海大会（１
月・沼津市）に出場

女子団体優勝（３年連続２３回目） ２回戦○３－０飛騨高山、
準々決勝○郡上３－０、準決
勝○３－０高山西、決勝○３
－１大垣西　※選抜東海大
会（１月・沼津市）に出場

バスケットボール部

バドミントン部

第４０回県高校選抜大会兼
第４３回全国高校選抜優勝
大会（ウインターカップ）兼
予選（大垣北高体育館他）

1月5日～
13日

第６５回全日本高校選手権
大会（埼玉スーパーアリー
ナ）



11月10日
～11日

中部日本バドミントン選手
権大会（四日市中央緑地
公園体育館）

女子シングルス　第３位林千里、ベスト
１６横山文香

女子ダブルス　ベスト８林ち・横山、ベ
スト１６林み・苅谷

11月17日 男子シングルス　優勝古田将也、準優
勝川上航季、３位山野内佳貴、小竹剛
生

女子シングルス　優勝横山文香、準優
勝林千里

11月18日 男子ダブルス　優勝古田・小竹、準優
勝高尾・牧田、３位川上・山野内

女子ダブルス　優勝林ち・横山、３位林
み・苅谷、ベスト８伊藤・笠井

11月23日
～25日

第１１回日本バドミントン
ジュニアグランプリ２０１２
（仙台市体育館他）

男子団体予選リーグ２位（１勝１敗）
本校より古田将也、小竹剛生が出場

○３－２奈良県、●１－４北
北海道

女子団体予選リーグ２位（１勝１敗）
本校より林千里、横山文香、林瑞希が
出場

○５－０鳥取県、●２－３栃
木県

12月1日 第４６回岐阜県選手権２部
複（各務原市総合体育館）

男子　ベスト８安藤・熊崎

女子　優勝犬飼・稲川、準優勝伊藤・
水野

1月19日～
20日

男子団体ベスト８ ２回戦●０－３岡崎城西（愛
知）

女子団体優勝（３年連続） ２回戦○３－０星城（愛知）、
準決勝○３－１御殿場西（静
岡）、決勝○３－１岡崎城西
（愛知）　※全国高校選抜大
会（３月・北九州市）に出場

男子ダブルス３位古田・小竹、１回戦高
尾・牧田

男子シングルス３位古田将也、１回戦
川上航季

女子ダブルス２位横山・林千 ※横山・林千は、全国高校
選抜大会（３月・北九州市）に
出場

女子シングルス３位林千里、１回戦横
山文香

※林千里は、全国高校選抜
大会（３月・北九州市）に出場

2月9日 男子シングルス　ベスト１６熊崎哲也

女子シングルス　準優勝稲川恵里奈

月日 大会名等 成績・結果等 備考

10月1日～
3日

ぎふ清流国体（ヒマラヤア
リーナ）

少年女子　岐阜選抜第３位入賞（加藤
知秋・加藤杏華）

予選グループ○３－０岩手
県、○３－１熊本県、○３－１
栃木県、準々決勝○３－１山
口県、準決勝●２－３高知県

第４１回全国高等学校選抜
大会東海地区予選（静岡
県沼津市民体育館）

第５７回岐阜県高校生大会
（１年個人）（各務原市総合
体育館）

卓球部

岐阜県高等学校新人バドミ
ントン大会兼全国選抜大会
県予選会（恵那市まきがね
公園体育館）

※１位、２位が選抜東海大会
（１月・沼津市）に出場



10月28日 全日本卓球選手権大会
（ジュニアの部）県予選

４位上野有希、ベスト８山田春花、ベス
ト３２井後帆乃香、間宮利帆

※３名（加藤知、加藤杏、上
野）が全日本選手権大会（１
月・東京）に出場

11月2日～
4日

第５２回東海卓球選手権大
会

女子ジュニアシングルス優勝（初）加藤
知秋、準優勝上野有希、３位加藤杏
華、ベスト８山田春花

※４名ランク入り

女子ダブルス優勝（初）加藤知秋・上野
有希、３位山田春花・加藤杏華、ベスト
３２井後帆乃香・間宮利帆

※２組ランク入り

10月25日
～11月10
日

第１６回日本韓国ジュニア
卓球交流会

出場　加藤知秋、加藤杏華

11月18日 県高校新人大会（多治見
市総合体育館

男子団体　準優勝 予選準決勝○３－０岐阜総
合、予選決勝○３－０高山
西、決勝リーグ●１－３富
田、○３－２大垣東、○３－０
関商工

女子団体　優勝 予選準決勝○３－０岐阜、予
選決勝○３－０大垣西、決勝
リーグ３－０岐阜総合、○３
－０高山西、○３－１富田

11月24日
～25日

全日本卓球選手権大会
（一般の部）県予選

女子ダブルス第２位山田春花・加藤杏
華

※２組（加藤知・上野、山田・
加藤杏）が全日本選手権大
会（１月・東京）に出場

女子シングルス優勝加藤杏華 ※全日本選手権大会（１月・
東京）に出場

12月27日 東海高校新人大会（愛知
県体育館）

女子団体優勝（２年連続） 準決勝○３－１愛み大瑞穂
（愛知）、決勝○３－０富田
（岐阜）　※第４０回全国高校
選抜大会（３月・札幌市）に出
場

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

1月27日 岐阜県高校柔道新人大会 女子無差別級　３位　相宮彩乃

月日 大会名等 成績・結果等 備考
11月17日 岐阜県高校新人大会（関

市総合体育館）
男子団体３回戦 １回戦○４－０大垣工業、２

回戦○０－０（代表決定戦１
－０）岐阜、３回戦●０－２麗
澤瑞浪

女子団体ベスト８ １回戦○２－０斐太、２回戦
○２－０美濃加茂、準々決勝
●０－２大垣北

柔道部

5月13日 岐阜県高校総体（大垣市
武道館）

剣道部



月日 大会名等 成績・結果等 備考
10月6日～
7日

ぎふ清流国体（多治見市総
合体育館）

少年男子形　優勝　福永貴都 ２回戦○５－０新潟県、３回
戦○５－０熊本県、準決勝○
５－０愛知県、決勝３－２千
葉県

少年女子組手個人４回戦清家桜 ２回戦○９－１千葉県、３回
戦●８－０滋賀県、４回戦●
３－４京都府

岐阜県高等学校新人大会 男子団体組手優勝

男子団体形優勝

女子団体組手優勝

女子団体形準優勝

個人男子形１位汲田舜、２位国枝卓
未、３位吉村風雅

個人女子形２位国枝紗也加

個人男子組手１位藤井晟矢、２位小栗
太一、３位太田泰我、６位中村玄人、７
位吉村風雅、８位辻一寛

個人女子組手２位伊藤千夏、３位中村
まこ、６位国枝紗弥加、７位金武千緒、
８位堀部真由

11月24日
～25日

第３４回東海高等学校空手
道選手権大会（名古屋市
緑区スポーツセンター）

男子団体形準優勝 ※全国選抜大会（３月・和歌
山）に出場

男子団体組手準優勝 １回戦○４－０東邦（愛知）、
準決勝○３－２常葉学園菊
川（静岡）、決勝●２－２（内
容負け）御殿場西（静岡）　※
全国選抜大会（３月・和歌
山）に出場

女子団体組手第３位 １回戦○４－０四日市商業
（三重）、準決勝●０－４御殿
場西（静岡）

男子個人形第３位汲田舜、ベスト８国
枝卓未、吉村風雅
男子個人組手ベスト８太田泰我、藤井
晟矢
女子個人形ベスト８国枝紗弥加

月日 大会名等 成績・結果等 備考
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

2月2日 国際高校生選抜書展（大
阪市立美術館）

団体　東海地区優勝

秀作賞　渡辺百香、富樫弘菜、立川真
帆

書道部

10月20日
～21日

※東海新人大会へ出場（１１
月）

空手道部



入選　藤田真由、後藤優実、水野ひろ
み、岡田健斗、国廣有紀、林さやか、
加藤みゆき、小田美幸、杉山紗希、松
村麻由、宮田舞、澁井由衣

2月1日 全日本高等学校書道コン
クール

準部門賞　国廣有紀

優秀賞　杉山紗希

優良賞　立川真帆、浜上陽、村瀬愛実

佳作　澤田奈菜依、小田美幸、太田光
音、黒川結香、前田万有

入選　宮田舞、松村麻由、浅野利奈、
大塚詩央、貝沼奈穂、河田夏希、河野
芙由、中舎樹奈、名越優歌、水瀧一吹

2月24日 羽島市美術展（羽島文化セ
ンター）

優秀賞　立川真帆、浜上陽

秀作賞　松村麻由、黒川結香

入選　国廣有紀、小田美幸、杉山紗
希、浅野利奈、大塚詩央、貝沼奈穂、
河田夏希、河野芙由、中舎樹奈、村瀬
愛実、前田万有

愛知県警察美術展 佳作　黒川結香

月日 大会名等 成績・結果等 備考
11月11日 第３３回岐阜県高等学校放

送コンテスト新人大会（岐
阜市民会館）

朗読部門　第４位　辻奈佑香

月日 大会名等 成績・結果等 備考
10月28日 第６回岐阜県高等学校英

語スピーチコンテスト（各務
原市産業文化センター他）

奨励賞　熊谷優子

11月3日 第２９回全国商業高等学校
英語スピーチコンテスト

奨励賞　大野泰花

月日 大会名等 成績・結果等 備考
10月1日～
3日

ぎふ清流国体（山県市特設
馬術競技場）

少年　自由演技馬場馬術第５位 吉田
まなみ（＆ジャズ）
少年　ダービー１１位　吉田まなみ（＆
プリンセス・ネーブル）
少年　リレー出場　吉田まなみ

英会話部

その他

放送部


