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平成 30年度 部活動成績・記録 
 

野球部 

・第１２５回全尾張高等学校野球選手権大会 

１回戦 尾西 ０―６ 一宮 

・全国高校野球愛知大会 

１回戦 尾西 ０―１０ 星城 

・秋季大会尾張予選トーナメント 

  １回戦 尾西 ４―６ 一宮北   

敗者復活戦 尾西５―８ 一宮西 

・秋季全尾張予選 

  １回戦 尾西 ９―７ 木曽川   

２回戦 尾西 ２―８ 一宮 

 

 

弓道部 

・第７２回愛知県高等学校総合体育大会弓道競技尾張支部予選会 

男子 団体ＡＢ 個人１名 出場 

女子 団体ＡＢ 出場 

・第７２回愛知県高等学校総合体育大会弓道競技 

  男子 個人  廣瀬 凱 出場 

  女子 団体Ａ 出場 

・平成３０年度 前期一宮市民大会 

  女子 団体３位 

  女子 個人４位 佐々木 花菜 

     個人５位 東野 愛叶 

・尾張支部弓道選手権大会 

男子の部 ５名出場   

女子の部 ８名出場 

・愛知県高等学校弓道選抜大会（尾張支部予選会） 

男子の部 男子Ａチーム 出場 

女子の部 女子Ａチーム 出場 

      女子Ｂチーム 出場  

・平成３０年度 後期一宮市民大会 

  男子 団体５位 (24射8中) 

  女子 団体２位 (24射9中) 

     個人２位 丸山 紗奈 (8射5中)。 

・愛知県高等学校新人体育大会弓道競技尾張支部予選会 

  男子 個人５位 江口 麗有 (8射7中) 

 

・愛知県高等学校新人体育大会弓道競技 

  男子 個人 江口 麗有 出場 
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水泳部 

・第７２回愛知県高等学校総合体育大会尾張地区大会 出場 

・新人戦尾張支部予選 

  女子２００Ｍ個人メドレー 尾藤 万結 ６位入賞 

・愛知高等学校新人体育大会 

  女子２００Ｍ個人メドレー 尾藤 万結 出場 

 

 

陸上部 

・第１回尾張記録会 出場 

・第７２回愛知県高等学校総合体育大会陸上競技大会尾張支部予選会 出場 

・第７８回愛知陸上競技選手権大会尾張支部予選会  

女子砲丸投 ５位 村井 遥奏 

・第７８回愛知陸上競技選手権大会 

女子砲丸投 村井 遥奏 出場 

・１年生陸上競技大会兼ジュニア記録会 出場 

・尾張陸上競技選手権大会 参加 

・高校新人体育大会陸上競技大会尾張支部予選会 

男子円盤投 宮尾 竜汰 ２位入賞 

・高校新人体育大会陸上競技大会 

男子円盤投 宮尾 竜汰 出場 

 

 

サッカー部 

・第７２愛知県高等学校総合体育大会尾張支部予選会 尾西 ０―５ 尾北 

・Ｕ－１８愛知県サッカーリーグ西尾張地区リーグ 

第１節 尾西 ０―４ 一宮 

第２節 なし 

第３節 尾西 １―３ 江南 

・愛知県高校サッカー選手権大会尾張地区予選  

  尾西 ０―２ 一宮興道 

・Ｕ―１８高円宮杯・愛知県リーグ 

尾西 ３―４ 杏和   

尾西 １―２ 岩倉総合 

尾西 ２―１ 誠信   

尾西 ４―３ 海翔 
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硬式テニス部 

・第７２回愛知県高等学校総合体育大会尾張支部予選会テニス競技 

団体戦 １回戦 尾西 １―２ 新川 

個人戦 ブロックベスト４ 森下 寛幸 

・夏期尾張高等学校テニス選手権 

男子１６歳以下シングルス 木全 正樹 ブロックベスト４（１―１） 

男子１８歳以下シングルス 森下 寛幸 ブロックベスト４（３―５） 

男子 ダブルス 森下・河村 ブロックベスト４ 

・新人体育大会（愛知県尾張支部） 

 団体戦 １回戦 尾西 １―４ 清林館 

  他、個人戦に参加 

 

 

ソフトテニス部 

・第７２回愛知県高等学校総合体育大会尾張支部予選会 

団体戦 出場 

個人戦 ３ペア出場 

・愛知県高等学校総合体育大会 

団体 予選リーグ敗退 

個人 ３ペア初戦敗退  

・国民体育大会 

３ペア初戦敗退 

・尾張支部高等学校学年別大会 

３ペア初戦敗退 

・愛知県高等学校新人体育大会 

団体 予選リーグ敗退 

個人 ３ペア初戦敗退 

 

 

男子バスケ部 

・第７２回愛知県高等学校総合体育大会バスケットボール尾張支部予選  

１回戦敗退 

・夏季尾張選手権大会   

尾西 ８５―３５ 誉   

尾西 ６３－４３ 稲沢 

・選抜優勝大会 県予選  

尾西 ４１－１０４ 猿投農林 
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男子バレー部 

・第７２回愛知県高等学校総合体育大会尾張支部予選会 

 尾西 ０―２ 一宮工業 

・愛知県選手権尾張支部予選会 

 尾西 １―２ 清林館 

・全日本選手権尾張支部予選会 

 尾西 ０―２ 津島 

 

 

女子バレー部 

・第７２回愛知県高等学校総合体育大会尾張支部予選 

  尾西 ０―２ 小牧南 

・愛知県選手権尾張支部予選会 

 尾西 ０―２ 一宮商業 

・全日本選手権尾張支部予選会 

   尾西 ０―２  津島 

 

 

男子ハンド部 

・第７２回愛知県高等学校総合体育大会尾張支部予選 ベスト８ 

１回戦 尾西 ３７－２６ 尾北 

２回戦 尾西 ２３－２１ 江南 

３回戦 尾西 ２２－２９ 五条 

４回戦 尾西 ２０－２５ 佐織工業 

・愛知県高等学校ハンドボール選手権大会 

  １回戦 尾西 １４－２７ 一宮南 

・愛知県高等学校新人体育大会 

１回戦 尾西 ２１－２２ 古知野 

 

 

女子ハンド部 

・第７２回愛知県高等学校総合体育大会尾張支部予選 

１回戦 尾西 ９－２７ 清林館 

・愛知県高等学校ハンドボール選手権大会 

  尾西 １２－５４ 一宮興道 

・愛知県高等学校新人体育大会 

  尾西 ７－３４ 一宮南  
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ラグビー部 

・第７２回愛知県高等学校総合体育大会尾張支部予選会 １０人制の部 

尾西 ５－２９ 起工業 

尾西 ０－３８ 津島 

 

 

剣道部 

・第７２回愛知県高等学校総合体育大会尾張支部予選会 

団体戦 男子 １回戦 尾西 ０―２ 佐織工業 

個人戦 男子 １回戦 西尾 １－２ 美和 

             中島 ０―２ 岩倉総合 

・全尾張地区高校夏季剣道大会 

  団体戦 男子 １回戦 尾西 ０―３ 日進西 

・新人戦尾張支部予選会  

個人戦 男子 山北 信之介 １回戦敗退 

 

 

ＪＲＣ部 

・あしなが学生募金 参加 

・愛厚はなのきの里 はなのきまつり 参加 

 

 

コンピュータ部 

・びさいまつり 出展 

 

 

放送部 

・ＮＨＫ杯全国放送コンテスト愛知県大会  

  創作ラジオドラマ部門 県大会決勝進出 入選（県３位、同率２校） 

アナウンス部門 ３名出場、朗読部門 ２名出場 

・愛知県高等学校総合文化祭放送部門県大会 

オーディオピクチャー部門 優良賞（県２位、同率２校） 

朗読部門 １名出場 

・全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会 男子  

式典・決勝戦・準決勝戦 司会 ４名参加 

・愛知県高等学校総合文化祭アートフェスタ  

会場記録（ビデオ）係 ６名参加 

 

 

吹奏楽部 

・尾張吹奏楽祭 出演 


