
令和元年度 部活動世界大会・全国大会の実績 

＜体操競技部＞ 

【世界体操競技選手権大会】 団体総合  橋本 大輝  3 位 

【2019 体操個人総合スーパーファイナル】 個人総合  橋本 大輝  優勝 

【2019 豊田国際体操競技大会】 

種目別あん馬 橋本大輝 優勝  種目別ゆか 橋本大輝 2 位  種目別跳馬 橋本大輝 2 位 

【2019 ボローニンカップ国際大会】 団体総合  金田 希一  優勝 

【2020 ヒューストン国際ジュニア大会(リッキーカップ)】 

団体総合      倉田 玲男・江俣 有寿彩  優勝 

個人総合      倉田 玲男  3 位 

種目別あん馬   倉田 玲男  優勝 

種目別つり輪   倉田 玲男  2 位 

種目別跳馬    倉田 玲男  2 位 

種目別平行棒  倉田 玲男  2 位 

種目別ゆか   江俣 有寿彩 優勝 

【2020 リューキンカップ】 

団体総合    安達 太一・平松 航河  2 位 

個人総合    安達 太一  優勝 

種目別ゆか   安達 太一  2 位 

種目別あん馬  安達 太一  優勝 

種目別平行棒  安達 太一  優勝 

種目別鉄棒   安達 太一  3 位 

種目別ゆか   平松 航河  優勝 

種目別跳馬   平松 航河  2 位 

【全日本団体体操競技選手権大会】 

団体 (橋本・安達・金田・渡邉向・江俣・平松)  6 位 

【国民体育大会】 

団体 (橋本・安達・金田・倉田・江俣)  優勝 

【全国総合体育大会】 

団体 (橋本・安達・金田・江俣)  優勝 

個人総合    橋本 大輝  2 位 金田 希一  4 位 江俣 有寿彩 5 位 

種目別ゆか   平松 航河  2 位 

種目別あん馬  橋本 大輝  優勝 安達 太一  3 位 

種目別つり輪  金田 希一  優勝 江俣 有寿彩 3 位 

種目別跳馬   橋本 大輝  優勝 

種目別平行棒  安達 太一  3 位 

種目別鉄棒   橋本 大輝  2 位 

 



＜水泳部＞ 

【全国高校総合体育大会】 

 男子４００ｍ自由形   大作 健二  出場  男子１５００ｍ自由形  大作 健二  出場 

【国民体育大会】 

 少年 A 男子４００ｍ自由形  大作 健二  ８位 

 少年 A 男子４×２００ｍフリーリレー  大作 健二  ７位 

 

＜サッカー部＞ 

【高円宮杯 U-18 プレミアリーグ EAST】   ５位 

【スポーツ・フォー・トゥモロープログラム南米・日本 U-17 サッカー交流】 U-17 代表  畑 大雅 

【第 23 回国際ユースサッカーin 新潟】  U-17 代表  畑 大雅 

【FIFA U-17 ワールドカップ ブラジル 2019】  ベスト１６  代表  畑 大雅 

【U-19International Tournament Copa del Atlantico】  U-18 代表  植松 建斗 

【Sport Chain Cup UAE】   U-18 代表  鈴木 唯人 

【第 98 回全国高校サッカー選手権大会】  出場 

 

＜男子陸上競技部＞ 

【全国総合体育大会】  ３０００ｍSC  大吉 優亮  ８位 

【日本室内陸上競技大会大阪】  ６０ｍ  吉田 有佑  B 決勝 １位 

 

＜女子陸上競技部＞ 

 【第１０３回日本陸上競技選手権】 

２００ｍ  景山 咲穗  準優勝    七種競技  大熊 楓   ９位 

 【全国総合体育大会】 

七種競技  大熊 楓   準優勝 

１００ｍ  景山 咲穗  ４位 

２００ｍ  景山 咲穗  ４位 

１００MH 増田 絢菜  ４位 

４×４００MR  川窪 萌夏・景山 咲穗・岸 茄楠・梶谷 菜帆  ４位 

団体総合  ３位 

 【国民体育大会】 

１００ｍ  景山 咲穗  準優勝  １００MH 増田 絢菜  ８位 

 【U２０日本陸上競技選手権】 

１００ｍ  景山 咲穗  優勝  ２００ｍ  景山 咲穗  準優勝 

 【U１８日本陸上競技選手権】 

  女子三段跳 岡部 玲奈  ３位 

【日本室内陸上競技大阪大会】 

６０MH  大熊 楓   ６位  ６０MH  増田 絢菜  B 決勝３位 



＜男子バスケットボール部＞ 

【全国総合体育大会】  出場 

【国民体育大会】  ５位 （田中・市場・天野・濱野・神川） 

【ウインターカップ２０１９】  ベスト１６ 

 

＜女子バスケットボール部＞ 

【国民体育大会】  ５位 （斉藤・石田） 

 

＜剣道部＞ 

【全国総合体育大会】 女子団体  出場  女子個人出場  佐々木 楓 

【全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会】  出場  佐々木 楓 

【国民体育大会】  出場  川上 環・佐々木 楓 


