
平成26年度　運動部　大会結果 2015/3/17

春季犬山市民弓道大会 学生女子の 4位、5位
 団体戦 【県大会出場！】(3位)

個人戦
【県大会出場！】 2名
（3位・県大会出場資格基準通過）

 団体戦 8位

個人戦
【東海大会出場！】
4位

東海高等学校総合体育大会 個人戦 9位
団体戦

個人戦
優勝！
2位、4位、5位　皆中賞

団体戦 ２位
個人戦 出場

星野祭弓道遠的大会 個人戦 優勝！、4位

団体戦 出場

個人戦
【県大会出場！】(県大会出場資格基準通
過)

愛知県高等学校弓道選抜大会県大 個人戦 出場
県下　高校生弓道大会 個人戦

弓道選手権兼全国東海選抜地区予 団体戦
団体戦 【県大会出場！】準決勝進出

個人戦
【県大会出場！】(県大会出場資格基準通
過)

団体戦 出場
個人戦 準決勝進出

総合体育大会地区予選 個人戦 出場
白帝杯 個人戦 優勝！、2位

団体戦 準決勝進出
個人戦 出場

秋季犬山市民弓道大会 個人戦 皆中賞
愛知県高等学校弓道選抜大会尾張 団体戦 出場

個人戦 【県大会出場！】(3位)
愛知県高等学校弓道選抜大会県大 個人戦 【全国・東海大会出場！】(2位)

東海高等学校弓道選抜大会 個人戦 2回戦進出
全国高等学校弓道選抜大会 個人戦 出場
新人体育大会尾張地区予選 個人戦 【県大会出場！】(2位)

新人体育大会　県大会 個人戦 準決勝進出
全日本弓道連盟　地方審査 個人戦 弐段合格

総合体育大会地区予選
新人体育大会地区予選 個人戦

商業科大会 100m背泳ぎ 2位
水泳（女） 総合体育大会地区予選

総合体育大会地区予選 団体戦
予選リーグ3勝0敗
決勝リーグ進出

詳細は愛知県高体連HP

水泳（男）

総合体育大会県大会

愛知県高等学校弓道選抜大会尾張
支部予選会

新人体育大会尾張地区予選

弓道（女） 

新人体育大会　県大会

弓道（男）

備考

総合体育大会地区予選

白帝杯

個人戦
優勝！
3位、4位、5位

結果

尾張支部高等学校弓道選手権大会

尾張支部高等学校弓道選手権大会

秋季犬山市民弓道大会

種別 

ソフトボール（女）

部活動名  大会名
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備考結果種別 部活動名  大会名

春季尾張選手権 団体戦 出場
愛知県選手権大会 団体戦 2回戦進出

商業科大会 団体戦 2回戦進出
オール尾張高等学校選手権 団体戦 3回戦進出 詳細は愛知県高体連HP

新人体育大会地区予選 団体戦 ベスト8 詳細は愛知県高体連HP
秋季尾張大会 団体戦

ソフトボール（女）
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備考結果種別 部活動名  大会名

団体戦 2回戦進出

シングルス
・5回戦進出　1名
・3回戦進出　1名
・出場　8名

ダブルス
・3回戦進出　2組
・2回戦進出　1組
・出場　3組

国体予選　尾張支部大会 シングルス 【県大会出場！】 1名
国体予選　愛知県大会 シングルス 出場

商業科大会 団体戦 出場
尾張リーグ高等学校大会 団体戦 出場

第４９回１万人卓球大会　江南地区
高校一般女子の部

3位

新人体育大会地区予選 団体戦 2回戦進出
1年シングルス 出場
2年シングルス 3回戦進出

ダブルス 4回戦進出
団体戦 出場

シングルス
・2回戦進出　2名
・出場　5名

ダブルス ・出場　1組
国体予選尾張支部トーナメント シングルス ・3回戦進出　2名

商業科大会 団体戦 出場
尾張リーグ高等学校大会 団体戦 出場
新人体育大会地区予選 団体戦 出場

尾張地区高等学校卓球大会 2年シングルス 2回戦進出
団体戦 出場

シングルス 3回戦進出　1名

ダブルス
2回戦進出　2組
セミファイナル進出　1組

シングルス
ダブルス

シングルス
シングルス
団体戦

シングルス
ダブルス

商業科大会 団体戦
冬季大会 団体戦

団体戦 2回戦進出

シングルス
3回戦進出　2名
2回戦進出　4名

ダブルス 2回戦進出　2組
夏期尾張高等学校選手権 シングルス

商業科大会 団体戦

卓球（女）

尾張地区高等学校卓球大会

総合体育大会地区予選

卓球（男）

総合体育大会地区予選

商業科大会

新人体育大会地区予選

総合体育大会地区予選

総合体育大会地区予選

テニス(女)

テニス(男）

夏期尾張高等学校選手権
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備考結果種別 部活動名  大会名

総合体育大会地区予選 団体戦 7位 詳細は愛知県バスケットボール協会HP
尾張優勝大会 団体戦 出場 詳細は愛知県バスケットボール協会HP
選抜優勝大会 団体戦 1次トーナメント3回戦進出 詳細は愛知県バスケットボール協会HP
商業科大会 団体戦 2回戦進出

新人体育大会地区予選 団体戦 【県大会出場！】（準優勝） 詳細は愛知県バスケットボール協会HP
新人体育大会県大会 団体戦 出場 詳細は愛知県バスケットボール協会HP

高等学校選手権大会地区予選 団体戦

団体戦 2回戦進出 詳細は愛知県高体連HP

シングルス ベスト16　3名
ダブルス ベスト16　1組
団体戦

シングルス
ダブルス

シングルス 県大会出場決定
ダブルス 県大会出場決定

シングルス
ダブルス

総合体育大会地区予選 団体戦 2回戦進出 詳細は愛知県バレーボール協会HP
商業科大会 団体戦 予選リーグ1勝2敗

愛知県選手権大会地区予選 団体戦 第6位 詳細は愛知県バレーボール協会HP
全日本選手権大会地区予選 団体戦 第7位 詳細は愛知県バレーボール協会HP

尾張選手権 団体戦 予選リーグ1勝1敗 詳細は愛知県バレーボール協会HP
新人体育大会地区予選 団体戦 2回戦進出 詳細は愛知県バレーボール協会HP

総合体育大会地区予選 団体戦
優勝！
【県大会出場！】

詳細は愛知県ハンドボール協会HP

総合体育大会地区県大会 団体戦 ベスト８ 詳細は愛知県ハンドボール協会HP

愛知県選手権大会地区予選 団体戦
優勝！
【県大会出場！】

詳細は愛知県ハンドボール協会HP

愛知県選手権大会県大会 団体戦 出場
尾張地区選手権大会 団体戦 優勝！ 詳細は愛知県ハンドボール協会HP

商業科大会 団体戦 優勝！
尾張地区高等学校1年生大会 団体戦 3位 詳細は愛知県ハンドボール協会HP

新人体育大会地区予選 団体戦
優勝！
【県大会出場！】

詳細は愛知県ハンドボール協会HP

新人体育大会県大会 団体戦 出場
総合体育大会地区予選 団体戦 出場

愛知県選手権大会地区予選 団体戦 2回戦進出
尾張地区選手権大会 団体戦 出場 詳細は愛知県ハンドボール協会HP

商業科大会 団体戦 3位
新人体育大会地区予選 団体戦 出場

陸上競技（女） 総合体育大会地区予選 出場　4名
陸上競技（男） 総合体育大会地区予選 出場　6名

バスケットボール
（女）

ハンドボール（男）

ハンドボール（女）

総合体育大会地区予選

バレーボール（女）

商業科大会

新人戦地区予選

バドミントン（女）

新人戦県大会
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