部活動だより
部活動結果（６月）
部名 日付

大会名

結果

部名

平成29年７月６日（木）
部 活 動 報 告 係

日付

大会名

優勝
ソフトボール ６月10・11日

平成29年度春季尾張選手権大会

決勝

本校２－１愛知県立尾北高等学校

大岩咲帆（食３Ａ）、市川友梨（普３Ａ）、山田美菜（普３Ａ）

最優秀選手賞 稲垣玲奈（普２Ａ）

＜ジュニアシングルス＞

優秀選手賞

推薦：渡会彩江（普２Ａ）、原田舞花（家２Ａ）

山田実空（普２Ｂ）

＜団体＞

６月３日

優勝 今村夏鈴（普３Ａ）・木村有里（食３Ａ)・平松美琴(食３Ａ)
弓道

６月11日 平成29年度前期一宮市弓道大会

バドミントン

平成29年度第69回愛知県総合
バドミントン大会

都築麗未（教職員）・大岩咲帆（食３Ａ）

２位 木村有里（食３Ａ）

渡会彩江（普２Ａ）・原田舞花（家２Ａ）

４位 平松美琴（食３Ａ)

７月15～17日まで長野県松本市で行われる本戦に愛知県代表として出場

＜シングルス＞

＜学校対抗＞
６月17・18日

第64回東海高等学校総合体育大会卓球競技 １回戦

本校１－３三重県立白子高等学校（三重１位）

１回戦 伊佐治歩（家２Ｃ）２－０ 愛知県立高蔵寺高等学校

東海ベスト16

２回戦 伊佐治歩（家２Ｃ）０－２ 豊川高等学校

＜シングルス＞

棄 権 苅谷有紗（家３Ｃ）

推薦：市川友梨(普３Ａ) 、山田美菜(普３Ａ) 、大岩咲帆(食３Ａ)
卓球

１回戦

原田舞花（家２Ａ）、渡会彩江（普２Ａ）、大矢幸子（普２Ａ）

平成29年度国民体育大会卓球競技
６月10日
尾張支部予選会

小山未歩（家３Ｂ）・苅谷有紗（家３Ｃ）０－２ 岡崎城西高等学校

中村奈津美（普２Ｂ）、中井晏菜（普２Ａ）、甲斐彩菜（普１Ａ）

伊藤紅（家１Ｃ）、高山沙織（普１Ａ）

伊佐治歩（家２Ｃ）・今枝美星（普２Ｂ）０－２ 星城高等学校

稲熊由惟菜（普１Ｂ）

＜４×400mR（1600ﾒｰﾄﾙﾘﾚｰ）＞ ６位

以上、12名県大会出場
＜シングルス＞
６月24日

＜砲丸投＞ １位 後藤綾乃（食１Ｂ）

平成29年度国民体育大会卓球競技
少年の部1次予選会

６位 伊佐治百花（家３Ｃ）

ベスト16 大岩咲帆（食３Ａ）、市川友梨（普３Ａ）
ベスト32 山田美菜（普３Ａ）、渡会彩江（普２Ａ）、原田舞花（家２Ａ）

＜円盤投＞ ２位 田所佳乃（家３Ａ）

＜一般シングルス＞

５位 後藤綾乃（食１Ｂ）

第77回愛知陸上競技選手権大会

＜ダブルス＞
推薦：市川友梨（普３Ａ）・山田美菜（普３Ａ）

＜走幅跳＞ ２位 弓削田アユミ（情３Ａ）

陸上競技 ６月３・４日 尾張予選会

甲斐彩菜（普１Ａ）、伊藤紅（家１Ｃ）

＜個人＞

＜ダブルス＞
６月11日

平成29年度中部日本卓球選手権大会
愛知県予選会

４位 鈴木麻友（普３Ａ）・森有美（家３Ｃ）・小川美賢（食２Ａ）

１回戦 小山未歩（家３Ｂ）１－２ 愛知工業大学名電高等学校
第72回国民体育大会バドミントン競技
６月３日
(少年男子・少年女子)愛知県予選会

結果
＜一般シングルス＞

大岩咲帆（食３Ａ）、市川友梨（普３Ａ）、山田美菜（普３Ａ）

＜やり投＞ １位 後藤綾乃（食１Ｂ）

＜ジュニアシングルス＞

＜三段跳＞ シード選手 弓削田アユミ（情３Ａ）

推薦：渡会彩江（普２Ａ）、原田舞花（家２Ａ）
６月25日 第46回後藤杯卓球選手権大会愛知県予選会

＜ﾊﾝﾏｰ投＞ シード選手 玉田歩実（食３Ａ）
シード選手 マカヤンクニカ（家２Ｂ）

兼第72回国民体育大会選手選考競技会

大矢幸子（普２Ａ）、甲斐彩菜（普１Ａ）
＜ダブルス＞

上記、県大会出場

大岩咲帆（食３Ａ）・山田美菜（普３Ａ）

※ その他 入賞者

渡会彩江（普２Ａ）・原田舞花（家２Ａ）

＜ﾊﾝﾏｰ投＞ １位 武石雛璃（食２Ｂ）

９月16～18日まで愛知県名古屋市で行われる本戦に愛知県代表として出場

２位 後藤綾乃（食１Ｂ）

６月３日

フードクリエート

６月４日 第３回高校生スイーツコンテスト

５位 岩切いのり（食１Ａ）
＜三段跳＞ ６位 吉田有希（食２Ａ）
＜400mH＞

８位 髙崎茉那（情２Ａ）

第64回全国高等学校ワープロ競技大会
愛知県予選会

マルチメディア

４位 小村夢杏（食１Ｂ）

佳良 中村友香（情３Ａ）
愛知県教育委員会賞
大薮菊香（食３Ａ）、藤坂織（家３Ｂ）、綾城愛美（食２Ｂ）

部活動だより
部活動予定（７・８月）
部名 日付
大会名

会場

第28回知多・尾張高等学校１年生陸上競技大会 兼 平成29年度 知多尾張ジュニア記録会

知多運動公園陸上競技場

８月19・20日

第２回尾張記録会

いちい信金スポーツセンター陸上競技場

８月27日 夏祭りボランティア

葉栗の郷

パロマ瑞穂スタジアム

７月15日 演奏会

かしの木の里

７月15～17・21日

平成29年度愛知県高等学校女子ソフトボール選手権大会

蘇南公園 他

７月24～26日

2017ＭＵＲＯＹＡ杯

石川県立門前高等学校 他

７月29～31日 平成29年度オール尾張高等学校女子ソフトボール選手権大会

修文女子高等学校 他

８月４～６日 第61回中日本総合女子ソフトボール選手権大会

三重県

８月８～11日

第７回金沢サマーキャンプ

石川県金沢市専光寺ソフトボール場

８月14～17日

国民体育大会少年女子強化合宿

修文女子高等学校、奥町公園

８月19・20日 国民体育大会第37回東海地域ブロック大会ソフトボール競技

静岡県

８月25～27日 第28回中部私立高等学校女子ソフトボール選手権大会

静岡県牧之原市総合運動公園「ぐりんぱる」

７月16日

平成29年度 第69回愛知県総合バドミントン大会

名古屋市中村スポーツセンター

第９回サマーキャンプｉｎ福知山大会

三段池公園総合体育館

バドミントン ７月31日・８月１日

８月10日 東尾張高等学校バドミントン選手権大会 春日井市総合体育館
７月17日 第59回弓道県下遠的選手権大会

日本ガイシプラザ弓道場

８月19・20日

第19回紫灘旗全国高校遠的弓道大会

久留米市弓道場

８月26・27日

平成29年尾張支部弓道選手権大会

津島錬成館

７月16・22日 平成29年度愛知県高等学校バレーボール選手権大会

愛知県立木曽川高等学校 他

７月27・28日 第20回愛知県私立高等学校男女バレーボール選手権大会

名古屋市中スポーツセンター、名古屋市稲永スポーツセンター

バレーボール

７月１日 平成29年度私学祭バスケットボール大会 名古屋市千種スポーツセンター
８月６～８日 平成29年度尾張支部バスケットボール競技夏季選手権大会

大治町スポーツセンター 他

８月９～11日 第14回東海私学高等学校バスケットボール交流大会

緑スポーツセンター 他

７月15～17日

テニス

会場

７月22・23日

ソフトボール

卓球

大会名

パロマ瑞穂スタジアム

８月30日 第68回愛知県私学祭陸上競技大会

バスケットボール

日付

７月２・15・17日 第77回愛知陸上競技選手権大会兼第72回国民体育大会選手選考競技会

陸上競技

弓道

部名

平成29年７月６日（木）
部 活 動 報 告 係

第69回中部日本卓球選手権大会

松本市総合体育館

８月5～7日 平成29年度長野卓球フェスティバル

長野県長野市ホワイトリング

８月19日 平成29年度尾張高等学校卓球リーグ

北名古屋市健康ドーム

８月23日 平成29年度愛知県高等学校卓球リーグ

碧南市臨海体育館

８月28日 平成29年度愛知県私学祭卓球大会

北名古屋市健康ドーム

７月30日～８月３日

平成29年度夏期尾張高等学校テニス選手権大会

未定

８月７～９･24･25日

2017年愛知ジュニアサマーテニストーナメント

未定

８月17～21日

平成29年愛知県ジュニアテニス選手権大会 未定

７月23日

平成29年度愛知県吹奏楽コンクール西尾張地区大会

名古屋文理大学文化フォーラム(旧稲沢市民会館)

吹奏楽 ７月28日

平成29年度中部日本吹奏楽コンクール愛知県大会

西尾市文化会館

和太鼓 ７月28日 一宮七夕ウォーク

演劇

梅ヶ枝公園

８月23日 演奏会

いぶきの会

７月27～30日 尾張地区大会（７月29日9時40分より本校上演予定）

名古屋文理大学文化フォーラム(旧稲沢市民会館)

