
浜 松 市 教 育 委 員 会 会 議 次 第

平成３０年９月２７日（木）

１ ４ 時 ０ ０ 分

教 育 委 員 会 室

１ 開 会

２ 前回会議録の報告及び承認

３ 会議録署名人の決定（鈴木委員、安田委員）

４ 会期の決定

５ 議 事

（１）議 案

第３５号議案 ※人事案件のため非公開

（２）報 告

ア 平成３１年度採用 浜松市立小・中学校教員採用選考試験（第２次）選考結果に

ついて                            （教職員課） 

 イ 平成３０年度全国・東海中学校体育大会結果について        （指導課） 

 ウ 平成３０年度浜松市立高等学校の部活動の状況について    （市立高等学校） 

６ 閉 会





教職員課

80人程度 50人程度 10人程度 若干名

246 232 10 48 536

238 223 10 46 517

274 257 23 46 600

120 116 10 15 261

139 121 18 15 293

82 54 10※２ 6 152

91 56 － 7 154

3.3 4.8 2.3 7.7 3.9

区分 中学校教員
【新設】
発達支援
推進教員

養護教員

２次合格者数※１

２次受験者数

※２　大学院在学者１人を含む。

合計

昨年度２次合格者

※１　この数字に、昨年度、一昨年度の大学院特例合格者（小学校３人）が採用者として加わる。

２次受験者数（含併願）

１次受験者数

１次受験者数（含併願）

平成31年度採用  浜松市立小・中学校教員採用選考試験（第２次）選考結果について

最終倍率（含併願）

小学校教員

募集人員

応募者数

報告ア





平成３０年度全国・東海中学校体育大会結果について

指導課

１ 全国大会出場 浜松市内の中学校の２５校から１０競技にわたり出場、出場者１２１人

NO 学校名 氏 名 競 技 種 目 成績 

１ 東部中 

岩井 樹梨亜 
鈴木 葉羽 

中村 日奈子 
加藤 涼子 

陸上 ４×１００リレー ６位 

２ 庄内中 石田 悠月 陸上 ２００ｍ ５位 

３ 富塚中 塚本 好陽 陸上 走高跳 ２位 

４ 北浜中 

内山 響香 陸上 ２００ｍ ４位 

米澤 奈々香 陸上 １５００ｍ 優勝 

杉森 心音 陸上 １５００ｍ ５位 

５ 細江中 大軒 孝輔 陸上 砲丸投 ２位 

６ 西高中等部 植屋 日志 水泳 
２００ｍ個人メドレー
４００ｍ個人メドレー

５位 
４位 

７ 浜松学院中 

伊熊 扇李 水泳（飛込） 
高飛込 
飛板飛込

優勝
優勝

柳沼 凌士 水泳（飛込） 高飛込 ８位

バスケットボール部 バスケットボール ベスト８

８ 浜松日体中 井上 颯 水泳 ２００ｍ平泳ぎ ７位

９
浜松

修学舎中

篠原 大樹 卓球 個人戦 ８位

男子卓球部 卓球 団体戦 ５位

山下 菜々美 卓球 個人戦 ５位

以上、８位入賞の個人・団体

    ※平成 29 年度は、３３校から１２競技に出場 出場者は１５０人

※平成 28 年度は、２８校から ８競技に出場、出場者は１５１人

※平成 27 年度は、２４校から ７競技に出場、出場者は１０１人

※平成 26 年度は、２６校から ７競技に出場、出場者は１０４人

２ 東海大会出場 浜松市内の中学校４６校から１３競技にわたり出場、出場者４３７人
・髙岡奏斗   八幡中学校    陸上  男子   棒高跳         【優勝】

・鈴木希歩   神久呂中学校   新体操 女子   女子個人総合      【優勝】

・石田悠月   庄内中学校    陸上  女子   ２００ｍ        【優勝】

・門間昂汰   雄踏中学校    水泳  男子   ２００ｍバタフライ   【優勝】

・森川皓喜   北浜中学校    陸上  男子   １年１００ｍ      【優勝】

・内山響香   北浜中学校    陸上  女子   ３年１００ｍ      【優勝】

・米澤奈々香  北浜中学校    陸上  女子   １５００ｍ       【優勝】

・松尾瑚捺   浜北北部中学校  陸上  女子   走幅跳         【優勝】

・植屋日志   西高中等部    水泳  男子   ４００ｍ個人メドレー  【優勝】

・辻本桜寿   浜松開誠館中   陸上  男子   １５００ｍ       【優勝】

・浜松開誠館中          サッカー     男子          【優勝】

・浜松学院中           バスケットボール 男子          【優勝】

・山下菜々美  浜松修学舎中   卓球  女子   個人戦         【優勝】

・浜松修学舎中          卓球  女子   団体戦         【優勝】

 以上優勝の個人・団体（８位入賞の個人・団体は計２３１人）

   ※平成 29 年度は、４４校から１２競技に出場、出場者は４０５人

※平成 28 年度は、４６校から１１競技に出場、出場者は３９４人

※平成 27 年度は、４６校から１１競技に出場、出場者は４４１人

※平成 26 年度は、４７校から１１競技に出場、出場者は４１３人

報告イ





平成３０年度　全国中学校体育大会出場選手 【全国大会】

ＮＯ
学校
番号　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果

1 岩井　樹梨亜 イワイ　ジュリア 3 ①１００ｍ
②４×１００ｍＲ

①出場
②6位

2 鈴木　葉羽 スズキ　ヨウ 3 ①１００ｍH
②４×１００ｍＲ

①出場
②6位

3 中村　日奈子 ナカムラ　ヒナコ 3 ４×１００ｍＲ 6位

4 加藤　涼子 カトウ　リョウコ 3 ４×１００ｍＲ 6位

5 3 南部 藤田　雅紀 フジタ　マサノリ 陸上 3 ４００ｍ 出場

6 岩瀬　浩太郎 イワセ　コウタロウ 3 ①１００ｍ
②２００ｍ

①出場
②棄権

7 髙岡　奏斗 タカオカ　カナト 3 棒高跳 出場

8 石田　歩夢 イシダ　アユム 3 砲丸投 出場

9 鈴木　健路 スズキ　ケンロ 3 棒高跳 出場

10 青山　由唯加 アオヤマ　ユイカ 水泳 2 高飛込 出場

11 17 神久呂 鈴木　希歩 スズキ　ノア 新体操 3 個人種目
①フープ②ボール

総合15位
①18位②14位

12 22 丸塚 北島　伽澄 キタジマ　カスミ 水泳 3 １００ｍ自由形 出場

13 23 高台 鈴鹿　睦月 スズカ　ムツキ 柔道 3 男子55㎏級 ベスト16

14 24 庄内 石田　悠月 イシダ　ユヅキ 陸上 3 ①１００ｍ
②２００ｍ

①出場
②5位

15 25 江南 大石　歩来 オオイシ　イブキ 水泳 3 ①高飛込
②飛板飛込

①11位
②14位

16 27 中郡 加藤　愛理 カトウ　アイリ 陸上 3 １００ｍＨ 出場

17 28 三方原 村瀬　にこ ムラセ　ニコ 陸上 2 砲丸投 出場

18 29 東陽 伊藤　花梨 イトウ　カリン 陸上 3 ２００ｍ 出場

19 塚本　好陽 ツカモト　ヨシハル 陸上 3 走高跳 2位

20 三木　航平 ミキ　コウヘイ 水泳 2 ２００ｍ背泳ぎ 出場

21 森　遥南 モリ　ハルナ 陸上 3 砲丸投 出場

22 山本　師道 ヤマモト　シドウ 柔道 3 男子９０㎏ 出場

23 門間　昂汰 モンマ　コウタ 3
①１００mバタフライ
②２００ｍバタフライ
③４００ｍＭＲ

①33位
②11位
③45位

24 和久田　康誓 ワクダ　コウセイ 3 ４００ｍＭＲ 45位

25 宮﨑　裕瀬 ミヤザキ　ヒロセ 3 ４００ｍＭＲ 45位

26 中村　壮志 ナカムラ　タケシ 2 ４００ｍＭＲ 45位

27 内山　響香 ウチヤマ　キョウカ 3 ①１００ｍ
②２００ｍ

①出場
②4位

28 米澤　奈々香 ヨネザワ　ナナカ 3 ①８００ｍ
②１５００ｍ

①出場
②優勝

29 杉森　心音 スギモリ　ココネ 2 １５００ｍ 5位

30 内山　実咲 ウチヤマ　ミサキ 3 出場

31 成尾　泉羽 ナルオ　ミウ 3 出場

32 内山　結優樹 ウチヤマ　ユウナ 3 出場

33 袴田　留菜 ハカマタ　ルナ 3 出場

34 成尾　柚羽 ナルオ　ユウ 3 出場

35 寺田　梓莉 テラダ　アズリ 2 出場

36 太田　早希 オオタ　サキ 3 出場

競技名

1 東部

八幡6

陸上

陸上

南陽14

富塚31

雄踏35

可美32

37 北浜

陸上

水泳

陸上

ソフトボール



平成３０年度　全国中学校体育大会出場選手 【全国大会】

ＮＯ
学校
番号　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

37 野中　古都那 ノナカ　コトナ 2 出場

38 森上　千颯 モリカミ　チハヤ 2 出場

39 久保　明星 クボ　アカリ 3 出場

40 吉澤　晴菜 ヨシザワ　ハルナ 1 出場

41 太田　結唯 オオタ　ユイ 1 出場

42 磯部　小春 イソベ　コハル 1 出場

43 神谷　心寧 カミヤ　ココネ 1 出場

44 谷川　莉菜 タニガワ　リナ 1 出場

45 池田　ゆや イケダ　ユヤ 1 出場

46 松尾　瑚捺 マツオ　コナツ 陸上 3 走幅跳 出場

47 祁答院　琉 ケドウイン　リュウ 剣道 2 個人戦 出場

48 竹内　寧音 タケウチ　ネネ 3 個人戦 出場

49 河合　晃羽 カワイ　アキハ 2 個人戦 出場

50 41 清竜 鈴木　天我 スズキ　テンガ 陸上 3 棒高跳 9位

51 42 光が丘 砂子　舞 スナコ　マイ 陸上 3 砲丸投 出場

52 48 細江 大軒　孝輔 オオノキ　コウスケ 陸上 3 砲丸投 2位

53 鈴木　雅晴 スズキ　マサハル 3 ①４００ｍＦＲ
②４００ｍＭＲ

①②出場

54 植屋　日志 ウエヤ　ニシ 3 ①200ｍ個メ②400ｍ個メ
③４００ｍＦＲ④４００ｍＭＲ

①5位②4位
③④出場

55 齋藤　龍平 サイトウ　リュウヘイ 3 ①４００ｍＦＲ
②４００ｍＭＲ

①②出場

56 高木　翔理 タカギ　ショウリ 3 ４００ｍＭＲ 補欠

57 野寄　雄大 ノヨリ　ユウダイ 3 ４００ｍＦＲ 補欠

58 柴田　大輝 シバタ　ダイキ 2 ①４００ｍＦＲ
②４００ｍＭＲ

①②出場

59 鈴木　凰生 スズキ　コウキ 1 ①４００ｍＦＲ
②４００ｍＭＲ

①②補欠

60 吉野　遥陽 ヨシノ　ハルヒ 3 ①４００ｍＦＲ
②４００ｍＭＲ

①②補欠

61 神谷　真生 カミヤ　マオ 3 ４００ｍＭＲ 出場

62 鈴木　夕葵 スズキ　ユウキ 3 ４００ｍＦＲ 出場

63 山田　茅帆 ヤマダ　チホ 2 ①50ｍ自②１００ｍ自
③４００ｍＦＲ④４００ｍＭＲ

①②③④
出場

64 秋山　紗希 アキヤマ　サキ 1 ①４００ｍＦＲ
②４００ｍＭＲ

①②出場

65 尾上　夏野 オノウエ　ナノ 1 ①４００ｍＦＲ
②４００ｍＭＲ

①②出場

66 水野　旬葵 ミズノ　ジュンキ 3 出場

67 小川　敏虎 オガワ　ビンゴ 3 出場

68 鈴木　雅那斗 スズキ　マナト 3 出場

69 池田　龍空 イケダ　リク 3 出場

70 柘植　瑛人 ツゲ　エイト 2 出場

71 中道　功至 ナカミチ　コウシ 3 出場

72 太田　貴博 オオタ　タカヒロ 3 出場

浜北北部38

西高中

北浜37

開誠館

ソフトテニス

ソフトボール

サッカー

水泳



平成３０年度　全国中学校体育大会出場選手 【全国大会】

ＮＯ
学校
番号　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

73 鈴木　太陽 スズキ　タイヨウ 3 出場

74 佐藤　羅偉 サトウ　ライ 3 出場

75 関口　裕斗 セキグチ　ユウト 3 出場

76 山口　大翔 ヤマグチ　ヒロト 3 出場

77 遠山　翔太 トウヤマ　ショウタ 3 出場

78 原田　隼 ハラダ　シュン 2 出場

79 高柳　翔大 タカヤナギ　ショウダイ 3 出場

80 平下　丈慈 ヒラシタ　ジョウジ 2 出場

81 井本　学 イモト　マナブ 3 出場

82 小畑　開渡 イバタ　カイト 3 出場

83 今井　航 イマイ　コウ 2 出場

84 千葉　真央 チバ　マオ 3 ①高飛込
②飛板飛込

①9位
②12位

85 伊熊　扇李 イクマ　センリ 2 ①高飛込
②飛板飛込

①優勝
②優勝

86 柳沼　凌士 ヤギヌマ　リョウジ 2 ①高飛込
②飛板飛込

①8位
②12位

87 岡島　和真 オカジマ　カズマ 3 ベスト8

88 曽布川　翔月 ソブカワ　カヅキ 3 ベスト8

89 縣　剛人 アガタ　タケト 3 ベスト8

90 後藤　新葉 ゴトウ　シンバ 3 ベスト8

91 鈴木　遥斗 スズキ　ハルト 3 ベスト8

92 内藤　航 ナイトウ　コウ 3 ベスト8

93 森重　陽翔 モリシゲ　ハルト 3 ベスト8

94 髙橋　壮太 タカハシ　ソウタ 3 ベスト8

95 赤土　敬介 アカド　ケイス 2 ベスト8

96 鈴木　真成 スズキ　シンセイ 2 ベスト8

97 迫平　真治 サコヒラ　シンジ 2 ベスト8

98 今西　泰楽 イマニシ　タイラ 2 ベスト8

99 鈴木　隆太 スズキ　リュウタ 2 ベスト8

100 古田　壮真 フルタ　ソウマ 2 ベスト8

101 渡邊　棟介 ワタナベ　トウスケ 2 ベスト8

102 石川　大智 イシカワ　ダイチ 3 ①１００ｍ自由形
③４００ｍＦＲ④４００ｍＭＲ

①14位
③19位④33位

103 井上　颯 イノウエ　ハヤト 3 ①１００ｍ平泳ぎ②２００ｍ平泳ぎ
③４００ｍＦＲ④４００ｍＭＲ

①20位②7位
③19位④33位

104 新林　空 シンバヤシ　ソラ 3 ③４００ｍＦＲ
④４００ｍＭＲ

③19位
④33位

105 内山　太地 ウチヤマ　タイチ 3 ③４００ｍＦＲ
④４００ｍＭＲ

③19位
④33位

106 勝又　優哉 カツマタ　ユウヤ 3 団体戦 5位

107 小口　悠斗 コグチ　ハルト 3 団体戦 5位

108 岩井　大起 イワイ　ダイキ 3 団体戦 5位

開誠館

修学舎

浜松学院

浜松日体

サッカー

卓球

水泳

バスケットボール

水泳



平成３０年度　全国中学校体育大会出場選手 【全国大会】

ＮＯ
学校
番号　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

109 篠原　大樹 シノハラ　タイジュ 3 ①個人戦
②団体戦

①8位
②5位

110 島村　怜和 シマムラ　レオ 3 個人戦
団体戦

①出場
②5位

111 建部　春久 タテベ　ハルヒサ 3 団体戦 5位

112 西尾　聡太 ニシオ　ソウタ 3 団体戦 5位

113 中谷　歩夢 ナカタニ　アユム 2 団体戦 5位

114 山下　菜々美 ヤマシタ　ナナミ 3 ①個人戦
②団体戦

①5位
②9位

115 駒瀬　ゆめ コマセ　ユメ 3 ①個人戦
②団体戦

①出場
②9位

116 瀧本　梨帆 タキモト　リオ 3 団体戦 9位

117 福田　雅子 フクダ　マサコ 2 ①個人戦
②団体戦

①出場
②9位

118 杉山　愛依 スギヤマ　マイ 2 団体戦 9位

119 山田　夏花 ヤマダ　ナツハ 2 団体戦 9位

120 小林　奈桜 コバヤシ　ナオ 1 団体戦 9位

121 山崎　愛海 ヤマザキ　アミ 2 団体戦 9位

修学舎 卓球



平成３０年度　東海中学校体育大会出場選手 【東海大会】

ＮＯ
学校
番号

　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果

1 岩井　樹梨亜 イワイ　ジュリア ４×１００ｍＲ 2位

2 鈴木　葉羽 スズキ　ヨウ ４×１００ｍＲ 2位

3 中村　日奈子 ナカムラ　ヒナコ
①２００ｍ

②４×１００ｍＲ
①出場
②2位

4 加藤　涼子 カトウ　リョウコ ４×１００ｍＲ 2位

5 望月　響 モチヅキ　ヒビキ 卓球 個人戦 出場

6 2 西部 小野　日陽 オノ　ヒナタ 陸上 １００ｍ 出場

7 藤田　雅紀 フジタ　マサノリ 陸上 ４００ｍ 4位

8 稲垣　毅流 イナガキ　タケル ４００ｍ自由形 10位

9 塚本　乃愛 ツカモト　ノア １００ｍ平泳ぎ 5位

10 深田　藍利 フカダ　アイト
①個人戦
②団体戦

①②
ベスト16

11 髙野　勇貴 タカノ　ユウキ 団体戦 ベスト16

12 内山　肇 ウチヤマ　ハジメ 団体戦 ベスト16

13 岡部　聖 オカベ　ヒジリ 団体戦 ベスト16

14 竹内　新 タケウチ　アラタ 団体戦 ベスト16

15 木田　優生 キダ　ユウイ 団体戦 ベスト16

16 鳥本　智裕 トリモト　チヒロ 団体戦 ベスト16

17 野寄　玲門 ノヨリ　レイモン 走高跳 12位

18 宮田　怜奈 ミヤタ　レナ ８００ｍ 6位

19 清水　智香子 シミズ　チカコ 剣道 個人戦 出場

20 5 中部 小田切　伊織 オダギリ　イオリ 体操 個人「ゆか、あん
馬、跳馬、鉄棒」 9位

21 岩瀬　浩太郎 イワセ　コウタロウ １００ｍ 出場（棄権）

22 髙岡　奏斗 タカオカ　カナト 棒高跳 優勝

23 山本　純奈 ヤマモト　ジュンナ 水泳 ８００ｍ自由形 2位

24 佐々木　啓人 ササキ　ケイト 陸上 １１０ｍＨ 出場

25 飯尾　唯花 イイオ　ユイカ ２００ｍ背泳ぎ 出場

26 増永　瑞希 マスナガ　ミズキ ２００ｍ平泳ぎ 出場

27 小関　裕太 コセキ　ユウタ 器械体操 6位

28 小野　紘太郎 オノ　コウタロウ 器械体操 6位

29 笠原　雅翔 カサハラ　マサト 器械体操 6位

30 佐藤　翔太 サトウ　ショウタ 器械体操 6位

31 藤田　都我 フジタ　トワ 走幅跳 １７位

32 小林　泰一 コバヤシ　タイチ 走高跳 １３位

33 長坂　太暉 ナガサカ　タイキ 砲丸投 8位

競技名

1 東部

3 南部

北部4

八幡6

曳馬7

8 新津

陸上

水泳

剣道

陸上

陸上

水泳

体操

陸上



平成３０年度　東海中学校体育大会出場選手 【東海大会】

ＮＯ
学校
番号

　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

34 鈴木　志保 スズキ　シホ
①１００ｍ自由形
②４００ｍＲ

①２位
②１１位

35 井口　萌渚 イグチ　モアナ
①２００ｍ個人ＭＲ
②４００ｍＲ

①６位
②１１位

36 平澤　真咲 ヒラサワ　マサキ ４００ｍＲ １１位

37 髙澤　希輝 タカサワ　キキ ４００ｍＲ １１位

38 宮﨑　海里 ミヤザキ　カイリ ２００ｍ個人ＭＲ ９位

39 小杉　日菜子 コスギ　ヒナコ
①４００ｍＦＲ
②４００ｍＭＲ

①12位
②6位

40 根岸　碧葉 ネギシ　アオバ
①４００ｍＦＲ
②４００ｍＭＲ

①12位
②6位

41 大石　京 オオイシ　キョウ
①４００ｍＦＲ
②４００ｍＭＲ

①12位
②6位

42 平松　沙菜 ヒラマツ　サナ
①１００ｍ背泳ぎ
②４００ｍＦＲ
③４００ｍＭＲ

①4位
②12位
③6位

43 木山　暁 キヤマ　アキラ １１０ｍＨ 出場

44 横山　紗理那 ヨコヤマ　サリナ 砲丸投 ９位

45 谷下　晴希 タニシタ　ハルキ 出場

46 山﨑　洸平 ヤマザキ　コウヘイ 出場

47 越川　航磨 コシカワ　コウマ 出場

48 大串　征也 オオグシ　セイヤ 出場

49 古澤　泰地 フルサワ　タイチ 出場

50 渡瀬　公太 ワタセ　コウタ 出場

51 大石　智規 オオイシ　トモキ 出場

52 鈴木　廉人 スズキ　レント 出場

53 川崎　じゅん カワサキ　ジュン 出場

54 吉田　一星 ヨシダ　イッセイ 出場

55 加藤　哉人 カトウ　カナト 出場

56 野中　夢翔 ノナカ　ユアト 出場

57 12 与進 進士　歩夢 シンジ　アユム 水泳 ２００ｍ平泳ぎ 6位

58 磯貝　唯菜 イソガイ　ユイナ 陸上 １００ｍ 出場

59 服部　昂輝 ハットリ　コウキ 男子73㎏級 5位

60 片桐　吐夢 カタギリ　トウム 男子55㎏級 3位

61 石田　歩夢 イシダ　アユム 砲丸投 4位

62 鈴木　健路 スズキ　ケンロ 棒高跳 5位

63 山田　亜依 ヤマダ　アイ 剣道 個人戦 ベスト8

64 藤森　天咲 フジモリ　アサキ
低学年４×１００ｍ

Ｒ 出場

65 鈴木　萌々菜 スズキ　モモナ
低学年４×１００ｍ

Ｒ 出場

66 寺田　愛奈 テラダ　アイナ
低学年４×１００ｍ

Ｒ 出場

67 岡本　奈桜 オカモト　ナオ
低学年４×１００ｍ

Ｒ 出場

68 福山　ひろこ フクヤマ　ヒロコ
低学年４×１００ｍ

Ｒ 出場

15 北星

笠井13

南陽14

蜆塚10

天竜11

8 新津

陸上

水泳

水泳

バレーボール

柔道

陸上

陸上



平成３０年度　東海中学校体育大会出場選手 【東海大会】

ＮＯ
学校
番号

　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

69 牧田　心路 マキタ　ココロ 陸上 低学年４×１００ｍ
Ｒ 出場

70 戸塚　琉斗 トツカ　リュウト １００ｍ平泳ぎ 12位

71 星野　冴里 ホシノ　サエリ ４００ｍ自由形 4位

72 17 神久呂 鈴木　希歩 スズキ　ノア 新体操 個人（フープ・ボー
ル） 優勝

73 藤原　明音 フジワラ　アカネ 陸上 走高跳 ６位

74 伊藤　七海 イトウ　ナナミ ①400ｍ個人メドレー
②４００ｍＦＲ③４００ｍＭＲ

①４位
②６位③４位

75 松村　歩乃夏 マツムラ　ホノカ ①１００ｍバタフライ
②４００ｍＦＲ③４００ｍＭＲ

①４位
②６位③４位

76 細越　万梨 ホソゴエ　マリ
①２００ｍバタフライ
②４００ｍＦＲ

①５位
②６位

77 片桐　果音 カタギリ　カノン ４００ｍＭＲ ４位

78 原田　真歩 ハラダ　マホ ４００ｍＦＲ ６位

79 原　明里 ハラ　アカリ ４００ｍＭＲ ４位

80 千葉　大綺 チバ　ダイキ
①１１０ｍＨ
②４×１００ｍＲ

①出場
②出場

81 津ヶ谷　航貴 ツガヤ　コウキ ４×１００ｍＲ 出場

82 内山　丘都 ウチヤマ　タカト ４×１００ｍＲ 出場

83 須和部　琢杜 スワベ　タクト ４×１００ｍＲ 出場

84 前田　直希 マエダ　ナオキ ４×１００ｍＲ 出場

85 鈴木　新汰 スズキ　アラタ ４×１００ｍＲ 出場

86 小林　樹里 コバヤシ　ジュリ
①1年１００ｍ

②低学年４×１００ｍＲ
①2位
②5位

87 秋山　佳月 アキヤマ　カヅキ ８００ｍ 7位

88 森畑　未菜 モリハタ　ミナ ８００ｍ 出場

89 千葉　紗綺 チバ　サキ
低学年４×１００ｍ

Ｒ 5位

90 尾上　楓 オノウエ　カエデ
低学年４×１００ｍ

Ｒ 5位

91 野末　優月 ノズエ　ユヅキ
低学年４×１００ｍ

Ｒ 5位

92 内海　瑞希 ウツミ　ミズキ
低学年４×１００ｍ

Ｒ 5位

93 矢崎　結美子 ヤザキ　ユミコ
低学年４×１００ｍ

Ｒ 5位

94 泉　稜南 イズミ　アヤナ 団体戦 出場

95 高橋　花音 タカハシ　カノン 団体戦 出場

96 今田　実緒 イマダ　ミオ 団体戦 出場

97 柴田　朱李 シバタ　シュリ 団体戦 出場

98 鈴木　瑠心 スズキ　ルミ
①個人戦
②団体戦

①出場
②出場

99 竹内　楓 タケウチ　カエデ 団体戦 出場

100 森　あかね モリ　アカネ 団体戦 出場

101 尾花　亘貴 オバナ　コウキ ４００ｍ 出場

102 松下　永明 マツシタ　トア １５００ｍ 出場

103 揚張　颯真 アゲハリ　ソウマ
低学年４×１００ｍ

Ｒ ３位

15 北星

入野18

積志19

20 湖東

水泳

陸上

剣道

水泳

陸上



平成３０年度　東海中学校体育大会出場選手 【東海大会】

ＮＯ
学校
番号

　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

104 幸田　航 サイタ　ワタル
低学年４×１００ｍ

Ｒ ３位

105 鈴木　舜大 スズキ　シュンタ
低学年４×１００ｍ

Ｒ
3位
(補欠)

106 河合　寧央 カワイ　ネオ
低学年４×１００ｍ

Ｒ ３位

107 髙田　真采 タカダ　サナト
低学年４×１００ｍ

Ｒ
3位
(補欠)

108 伊藤　羽海 イトウ　ウミ
低学年４×１００ｍ

Ｒ ３位

109 山本　栞 ヤマモト　シオリ ４×１００ｍＲ 出場

110 古橋　美菜 フルハシ　ミナ ４×１００ｍＲ 出場

111 古橋　若奈 フルハシ　ワカナ ４×１００ｍＲ 出場

112 中村　優来 ナカムラ　ユラ ４×１００ｍＲ 出場

113 大西　真愛 オオニシ　マイ ４×１００ｍＲ 補欠

114 古橋　姫菜 フルハシ　ヒナ ４×１００ｍＲ 補欠

115 赤堀　和真 アカホリ　カズマ ベスト8

116 伊藤　大空 イトウ　ソラ ベスト8

117 小山　陽 コヤマ　ヒロ ベスト8

118 横田　大智 ヨコタ　タイチ ベスト8

119 山口　弘人 ヤマグチ　ヒロト ベスト8

120 石津　聡良 イシヅ　ソラ ベスト8

121 中村　陸 ナカムラ　リク ベスト8

122 伊代田　朋弘 イヨダ　トモヒロ ベスト8

123 宮本　悠吏 ミヤモト　ユウリ ベスト8

124 曽根　翼 ソネ　ツバサ ベスト8

125 山下　惣也 ヤマシタ　ソウヤ ベスト8

126 酒見　葉 サケミ　ヨウ ベスト8

127 古橋　結香 フルハシ　ユイカ 団体戦 ベスト8

128 古橋　保乃加 フルハシ　ホノカ 団体戦 ベスト8

129 野嶋　千沙登 ノジマ　チサト 団体戦 ベスト8

130 伊藤　ひより イトウ　ヒヨリ 団体戦 ベスト8

131 水野　葵 ミズノ　アオイ 団体戦 ベスト8

132 松本　莉歩 マツモト　リホ 団体戦 ベスト8

133 倉田　七海 クラタ　ナツミ 団体戦 ベスト8

134 石川　菜々美 イシカワ　ナナミ 団体戦 ベスト8

135 内藤　蒼太 ナイトウ　ソウタ 柔道 男子５０ｋｇ 出場

136 21 篠原 米山　真央 ヨネヤマ　マオ 陸上 走高跳 ６位

137 22 丸塚 森田　裕成 モリタ　ユウセイ 陸上 走幅跳 8位

湖東20

バレーボール

陸上

ソフトテニス



平成３０年度　東海中学校体育大会出場選手 【東海大会】

ＮＯ
学校
番号

　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

138 岡田　裕司 オカダ　ユウジ ２００ｍバタフライ 5位

139 北島　伽澄 キタジマ　カスミ ５０ｍ自由形 5位

140 笠井　隆裕 カサイ　タカヒロ 男子団体戦 出場

141 川合　俊太朗 カワイ　シュンタロウ 男子団体戦 出場

142 藤澤　都立 フジサワ　トリュウ 男子団体戦 出場

143 尾林　瑞樹 オバヤシ　ミズキ 男子団体戦 出場

144 鈴木　一夢 スズキ　カズム 男子団体戦 出場

145 岡本　佳時 オカモト　ケイト 男子団体戦 出場

146 神谷　一平 カミヤ　イッペイ 男子団体戦 出場

147 鈴鹿　睦月 スズカ　ムツキ 男子55㎏級 3位

148 宇佐美　知優 ウサミ　チヒロ 男子66㎏級 出場

149 飯田　星那 イイダ　セナ 女子70㎏級 出場

150 石田　悠月 イシダ　ユヅキ ２００ｍ 優勝

151 山崎　依織 ヤマザキ　イオ ８００ｍ 出場

152 大村　紘一郎 オオムラ　コウイチロウ １５００ｍ自由形 3位

153 山崎　萌音 ヤマザキ　モノン １００ｍバタフライ 2位

154 25 江南 中村　優月 ナカムラ　ユヅキ 水泳 ２００ｍ自由形 6位

155 加藤　愛理 カトウ　アイリ 陸上 １００ｍＨ 6位

156 岩﨑　滉太 イワサキ　コウタ 男子団体戦 出場

157 北嶋　諒 キタジマ　リョウ 男子団体戦 出場

158 齋藤　隆人 サイトウ　タカト 男子団体戦 出場

159 青嶋　恵佑 アオシマ　ケイスケ 男子団体戦 出場

160 内山　祐貴 ウチヤマ　ヒロキ 男子団体戦 出場

161 岩田　有生 イワタ　ユウキ 男子団体戦 出場

162 犬塚　優斗 イヌヅカ　ユウト 男子団体戦 出場

163 鈴木　駿 スズキ　シュン 男子団体戦 出場

164 藤原　空 フジワラ　ソラ 走幅跳 出場

165 村瀬　にこ ムラセ　ニコ 砲丸投 出場

166 本田　唯真 ホンダ　ユイマ 水泳 １５００ｍ自由形 8位

167 中嶋　将人 ナカシマ　マサト 体操 個人戦 17位

168 29 東陽 伊藤　花梨 イトウ　カリン 陸上 ２００ｍ 出場

169 塚本　好陽 ツカモト　ヨシハル 走高跳 3位

170 松澤　賢 マツザワ　ケン ２年１００ｍ 8位

171 三木　航平 ミキ　コウヘイ 水泳 ２００ｍ背泳ぎ 5位

高台23

庄内24

丸塚22

中郡27

三方原28

富塚31

陸上

ソフトテニス

陸上

陸上

水泳

剣道

柔道

水泳
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172 森　遥南 モリ　ハルナ 砲丸投 ２位

173 野中　咲良 ノナカ　サクラ 走高跳 １２位

174 落合　匠生 オチアイ　タクミ 砲丸投 １１位

175 山本　師道 ヤマモト　シドウ 柔道 男子９０㎏ ベスト8

176 江間　一誓 エマ　イッセイ 団体戦 出場

177 江間　温斗 エマ　ハルト 団体戦 出場

178 大谷　和史 オオタニ　カズシ 団体戦 出場

179 坂　航汰 サカ　コウタ 団体戦 出場

180 寺嶋　風磨 テラシマ　フウマ 団体戦 出場

181 野寄　晃一 ノヨリ　コウイチ 団体戦 出場

182 吉見　悠輝 ヨシミ　ユウキ 団体戦 出場

183 石川　友月 イシカワ　ユヅキ 団体戦 出場

184 児玉　空琉 コダマ　クウル 陸上 ３０００ｍ 第7位

185 門間　昂汰 モンマ　コウタ ①２００ｍバタフライ
②４００ｍＭＲ③４００ｍFＲ

①優勝
②③11位

186 和久田　康誓 ワクダ　コウセイ ①２００ｍ平泳ぎ
②４００ｍＭＲ③４００ｍFＲ

①8位
②③11位

187 宮﨑　裕瀬 ミヤザキ　ヒロセ
②４００ｍＭＲ
③４００ｍFＲ

②③11位

188 中村　壮志 ナカムラ　タケシ
②４００ｍＭＲ
③４００ｍFＲ

②③11位

189 今井　海空 イマイ　ミク 団体戦 ベスト16

190 長谷川　湖春 ハセガワ　コハル 団体戦 ベスト16

191 坂原　星華 サカハラ　セイカ 団体戦 ベスト16

192 渥美　結那 アツミ　ユウナ 団体戦 ベスト16

193 中村　こと美 ナカムラ　コトミ 団体戦 ベスト16

194 岡田　恵 オカダ　メグミ 団体戦 ベスト16

195 鈴木　来実 スズキ　クルミ 団体戦 ベスト16

196 米倉　南実 ヨネクラ　ミナミ 陸上 ８００ｍ 3位

197 篠原　寛人 シノハラ　ヒロト 団体戦 出場

198 萩田　大空 ハギタ　ソラ 団体戦 出場

199 竹内　咲人 タケウチ　サクト 団体戦 出場

200 伊藤　楓真 イトウ　フウマ 団体戦 出場

201 野島　大暉 ノジマ　ヒロキ 団体戦 出場

202 佐藤　眞大 サトウ　マナト 団体戦 出場

203 髙林　翔太 タカバヤシ　ショウタ 団体戦 出場

204 河合　拓真 カワイ　タクマ 団体戦 出場

205 政本　修典 マサモト　シュウスケ 団体戦 出場

206 友田　康生 トモダ　コウセイ 団体戦 出場

可美32

舞阪34

雄踏35

浜名36

陸上

卓球

水泳

剣道

ソフトテニス

卓球



平成３０年度　東海中学校体育大会出場選手 【東海大会】

ＮＯ
学校
番号

　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

207 花村　継 ハナムラ　ツグ 団体戦 出場

208 大村　優和 オオムラ　ユウワ 団体戦 出場

209 山下　里空 ヤマシタ　リク 団体戦 出場

210 神門　煌希 ゴウド　コウキ 団体戦 出場

211 関谷　和毅 セキヤ　カズキ 団体戦 出場

212 鈴木　翔 スズキ　ショウ 団体戦 出場

213 伊東　心優 イトウ　ミユ 個人戦 出場

214 森川　皓喜 モリカワ　コウキ １年１００ｍ 優勝

215 杉浦　蒼太 スギウラ　ソウタ １年１５００ｍ 10位

216 柳原　達哉 ヤナギハラ　タツヤ ２年１５００ｍ 7位

217 大村　良紀 オオムラ　ヨシキ ３０００ｍ 棄権

218 藤原　一成 フジワラ　カズナリ
低学年４×１００ｍ

Ｒ 6位

219 夏秋　竜斗 ナツアキ　リュウト
低学年４×１００ｍ

Ｒ 6位

220 山下　然 ヤマシタ　ゼン
低学年４×１００ｍ

Ｒ 6位

221 神谷　光 カミヤ　ヒカル
低学年４×１００ｍ

Ｒ 6位

222 鈴木　陸斗 スズキ　リクト
低学年４×１００ｍ

Ｒ 6位

223 伊藤　遼河 イトウ　リョウガ ４×１００ｍＲ 出場

224 小杉　崚太 コスギ　リョウタ ４×１００ｍＲ 出場

225 宮地　俊也 ミヤチ　シュンヤ ４×１００ｍＲ 出場

226 金原　優弥 キンパラ　ユウヤ ４×１００ｍＲ 出場

227 後藤　璃久 ゴトウ　リク ４×１００ｍＲ 出場

228 花井　飛音 ハナイ　ヒオン ４×１００ｍＲ 出場

229 下玉利　那美 シモタマリ　ナミ １年８００ｍ 8位

230 内山　響香 ウチヤマ　キョウカ ３年１００ｍ 優勝

231 米澤　奈々香 ヨネザワ　ナナカ １５００ｍ 優勝

232 杉森　心音 スギモリ　ココネ １５００ｍ 3位

233 宮澤　璃瑠 ミヤザワ　リル １００ｍＨ 出場

234 平松　菜月 ヒラマツ　ナツキ ４×１００ｍＲ 6位

235 平野　愛奈 ヒラノ　アイナ ４×１００ｍＲ 6位

236 高柳　沙愛 タカヤナギ　サエ ４×１００ｍＲ 6位

237 皆木　琴 ミナキ　コト ４×１００ｍＲ 6位

238 山本　愛梨 ヤマモト　アイリ 水泳 ２００ｍ背泳ぎ 8位

239 吉田　和矢 ヨシダ　カズヤ 団体戦 ベスト8

240 馬塚　理久 マヅカ　リク 団体戦 ベスト8

241 瀬戸口　拓海 セトグチ　タクミ 団体戦 ベスト8

浜名36

37 北浜

陸上

卓球

ソフトテニス



平成３０年度　東海中学校体育大会出場選手 【東海大会】

ＮＯ
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　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

242 伊藤　大晟 イトウ　タイセイ 団体戦 ベスト8

243 松下　藍乃輔 マツシタ　アイノスケ 団体戦 ベスト8

244 青山　星音 アオヤマ　セオン 団体戦 ベスト8

245 下玉利　拓 シモタマリ　タク 団体戦 ベスト8

246 阿部　陽斗 アベ　ハルト 団体戦 ベスト8

247 内山　実咲 ウチヤマ　ミサキ 3位

248 成尾　泉羽 ナルオ　ミウ 3位

249 内山　結優樹 ウチヤマ　ユウナ 3位

250 袴田　留菜 ハカマタ　ルナ 3位

251 成尾　柚羽 ナルオ　ユウ 3位

252 寺田　梓莉 テラダ　アズリ 3位

253 太田　早希 オオタ　サキ 3位

254 野中　古都那 ノナカ　コトナ 3位

255 森上　千颯 モリカミ　チハヤ 3位

256 久保　明星 クボ　アカリ 3位

257 吉澤　晴菜 ヨシザワ　ハルナ 3位

258 太田　結唯 オオタ　ユイ 3位

259 磯部　小春 イソベ　コハル 3位

260 神谷　心寧 カミヤ　ココネ 3位

261 谷川　莉菜 タニガワ　リナ 3位

262 池田　ゆや イケダ　ユヤ 3位

263 井内　春希 イウチ　ハルキ
①男子90㎏超級
②団体戦

①3位
②ベスト8

264 中山　新治 ナカヤマ　シンジ
①男子90㎏超級
②団体戦

①②
ベスト8

265 髙森　耀正 タカモリ　ヨウセイ 団体戦 ベスト8

266 松本　琉汰 マツモト　リュウタ 団体戦 ベスト8

267 上井　裕斗 ウワイ　ヒロト 団体戦 ベスト8

268 井口　豪琉 イグチ　タケル
①男子81㎏級
②団体戦

①②
ベスト8

269 中山　龍一 ナカヤマ　リュウイチ 団体戦 ベスト8

270 田中　佑樹 タナカ　ユウキ 団体戦（男子） 出場

271 中村　成大 ナカムラ　セイダイ 団体戦（男子） 出場

272 鍬竹　勇輝 クワタケ　ユウキ 団体戦（男子） 出場

273 岩崎　皐 イワザキ　コウ 団体戦（男子） 出場

274 白井　航太郎 シライ　コウタロウ 団体戦（男子） 出場

275 宮野　翔瑠 ミヤノ　カケル 団体戦（男子） 出場

276 坂神　孝太郎 サカガミ　コウタロウ 団体戦（男子） 出場

37 北浜

ソフトボール

柔道

ソフトテニス
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平成３０年度　東海中学校体育大会出場選手 【東海大会】

ＮＯ
学校
番号

　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

277 村越　紀保 ムラコシ　キオ 団体戦（女子） 出場

278 伊瀬知　眞耶 イセチ　マヤ 団体戦（女子） 出場

279 小栗　蒔生 オグリ　マオ 団体戦（女子） 出場

280 早川　怜月 ハヤカワ　レイル 団体戦（女子） 出場

281 木下　香恋 キシタ　カレン 団体戦（女子） 出場

282 河合　日和 カワイ　ヒヨリ 団体戦（女子） 出場

283 松尾　瑚捺 マツオ　コナツ 陸上 走幅跳 優勝

284 和田　愛実 ワダ　アイミ
①個人戦

②団体戦（女子）
①出場
②ベスト8

285 清水　結菜 シミズ　ユイナ 団体戦（女子） ベスト8

286 竹内　寧音 タケウチ　ネネ
①個人戦

②団体戦（女子）
①準優勝
②ベスト8

287 河合　晃羽 カワイ　アキハ
①個人戦

②団体戦（女子）
①準優勝
②ベスト8

288 松浦　都子 マツウラ　トコ
①個人戦

②団体戦（女子）
①出場
②ベスト8

289 櫻井　涼 サクライ　スズ 団体戦（女子） ベスト8

290 石川　夏海 イシカワ　ナミ 団体戦（女子） ベスト8

291 田畑　蘭 タバタ　ラン 団体戦（女子） ベスト8

292 祁答院　琉 ケドウイン　リュウ 剣道 個人戦 ベスト8

293 村松　晃成 ムラマツ　コウセイ
低学年４×１００ｍ

Ｒ 7位

294 野村　悠斗 ノムラ　ユウト
低学年４×１００ｍ

Ｒ 7位

295 山口　空 ヤマグチ　ソラ
低学年４×１００ｍ

Ｒ 7位

296 辻村　祐翔 ツジムラ　ユウト
低学年４×１００ｍ

Ｒ 7位

297 大橋　蓮馬 オオハシ　レンマ
低学年４×１００ｍ

Ｒ 7位

298 尾高　颯太 オダカ　ソウタ
低学年４×１００ｍ

Ｒ 7位

299 藤原　愛里 フジワラ　アイリ 団体戦 ベスト8

300 井場木　夢乃 イバキ　ユメノ 団体戦 ベスト8

301 川合　真桜 カワイ　マオ
①個人戦
②団体戦

①出場
②ベスト8

302 藤原　帆純 フジワラ　ホスミ
①個人戦
②団体戦

①出場
②ベスト8

303 鈴木　香怜 スズキ　カレン 団体戦 ベスト8

304 鈴木　菜月 スズキ　ナツキ 団体戦 ベスト8

305 松野　桂汰 マツノ　ケイタ 団体戦（男子） ベスト１６

306 永井　開琉 ナガイ　カイル 団体戦（男子） ベスト１６

307 加藤　龍生 カトウ　リュウセイ 団体戦（男子） ベスト１６

308 細川　航希 ホソカワ　コウキ 団体戦（男子） ベスト１６

309 藤江　宥心 フジエ　ユウシン 団体戦（男子） ベスト１６

310 松本　煌河 マツモト　コウガ 団体戦（男子） ベスト１６

311 足立　雅起 アダチ　マサキ 団体戦（男子） ベスト１６

麁玉39

北浜東部40

浜北北部38

37 北浜
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312 41 清竜 鈴木　天我 スズキ　テンガ 陸上 棒高跳 9位

313 砂子　舞 スナコ　マイ 陸上 砲丸投 6位

314 鬼石　航汰 オニイシ　コウタ 出場

315 山下　由翔 ヤマシタ　ユイト 出場

316 松下　結 マツシタ　ユイ 出場

317 渥美　辰梧 アツミ　シンゴ 出場

318 田引　創一郎 タビキ　ソウイチロウ 出場

319 中野　岳人 ナカノ　ガクト 出場

320 坂田　真 サカタ　マコト 出場

321 山田　啓瑚 ヤマダ　ケイゴ 出場

322 高垣　真生 タカガキ　マオ 出場

323 村松　陽成 ムラマツ　ヨウセイ 出場

324 山田　蒼士 ヤマダ　ソウシ 出場

325 釘谷　奏多 クギヤ　カナタ 出場

326 鈴木　久真 スズキ　キュウマ 出場

327 小倉　瑛康 オグラ　エイコウ 出場

328 大村　都葉 オオムラ　トワ 出場

329 43 春野 坪井　陽士 ツボイ　ハルト 陸上 棒高跳 4位

330 柘植　貫太 ツゲ　カンタ １５００ｍ 出場

331 大軒　孝輔 オオノキ　コウスケ 砲丸投 2位

332 白栁　輪 シラヤナギ　リン 男子団体戦 ベスト8

333 宮地　泰都 ミヤチ　タイト 男子団体戦 ベスト8

334 今泉　颯 イマイズミ　ソウ
①個人戦

②男子団体戦
①出場
②ベスト8

335 髙野　奏人 タカノ　カナト 男子団体戦 ベスト8

336 今泉　和 イマイズミ　ナゴミ 男子団体戦 ベスト8

337 祝田　迅 ホウダ　ジン 男子団体戦 ベスト8

338 金子　和真 カネコ　カズマ 男子団体戦 ベスト8

339 藤井　涼左 フジイ　リョウスケ 男子団体戦 ベスト8

340 杉山　颯茉 スギヤマ　ソウマ 男子６６㎏級 出場

341 金子　翼 カネコ　ツバサ 男子８１㎏級 出場

342 中川　冬菜 ナカガワ　フユナ 団体戦 出場

343 小野田　有紗 オノダ　アリサ 団体戦 出場

344 山下　優菜 ヤマシタ　ユウナ 団体戦 出場

345 大橋　美帆 オオハシ　ミホ 団体戦 出場

346 村井　華鈴 ムライ　カリン 団体戦 出場

光が丘42

細江48
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347 松原　愛希 マツバラ　アイキ 団体戦 出場

348 君島　小春 キミジマ　コハル 団体戦 出場

349 金原　祥汰 キンパラ　ショウタ 陸上 ３０００ｍ 4位

350 片桐　明日美 カタギリ　アスミ 柔道 女子52㎏級 2位

351 附属浜松 野中　颯太 ノナカ　ソウタ 陸上 １００ｍ 出場

352 鈴木　雅晴 スズキ　マサハル ①５０ｍ自由形
②４００ｍＦＲ③４００ｍＭＲ

①４位
②３位③５位

353 植屋　日志 ウエヤ　ニシ ①４００ｍ個人メドレー
②４００ｍＦＲ③４００ｍＭＲ

①優勝
②３位③５位

354 齋藤　龍平 サイトウ　リュウヘイ
①４００ｍＦＲ
②４００ｍＭＲ

①３位
②５位

355 柴田　大輝 シバタ　ダイキ ①５０ｍ自由形
②４００ｍＦＲ③４００ｍＭＲ

①５位
②３位③５位

356 鈴木　凰生 スズキ　コウキ
①４００ｍＦＲ
②４００ｍＭＲ

①②補欠

357 吉野　遥陽 ヨシノ　ハルヒ
①４００ｍＦＲ
②４００ｍＭＲ

①②補欠

358 神谷　真生 カミヤ　マオ ４００ｍＭＲ ３位

359 鈴木　夕葵 スズキ　ユウキ ①４００ｍＦＲ ３位

360 山田　茅帆 ヤマダ　チホ ①５０ｍ自由形
②４００ｍＦＲ③４００ｍＭＲ

①②③
３位

361 秋山　紗希 アキヤマ　サキ
①４００ｍＦＲ
②４００ｍＭＲ

①②３位

362 尾上　夏野 オノウエ　ナノ ①２００ｍ平泳ぎ
②４００ｍＦＲ③４００ｍＭＲ

①１０位
②③３位

363 加納　真央 カノウ　マサヒロ 体操 男子自由演技　個
人 出場

364 辻本　桜寿 ツジモト　オウジュ 陸上 １５００ｍ 優勝

365 水野　旬葵 ミズノ　ジュンキ 優勝

366 小川　敏虎 オガワ　ビンゴ 優勝

367 鈴木　雅那斗 スズキ　マナト 優勝

368 池田　龍空 イケダ　リク 優勝

369 柘植　瑛人 ツゲ　エイト 優勝

370 中道　功至 ナカミチ　コウシ 優勝

371 太田　貴博 オオタ　タカヒロ 優勝

372 鈴木　太陽 スズキ　タイヨウ 優勝

373 佐藤　羅偉 サトウ　ライ 優勝

374 関口　裕斗 セキグチ　ユウト 優勝

375 山口　大翔 ヤマグチ　ヒロト 優勝

376 遠山　翔太 トウヤマ　ショウタ 優勝

377 原田　隼 ハラダ　シュン 優勝

378 高柳　翔大 タカヤナギ　ショウダイ 優勝

379 平下　丈慈 ヒラシタ　ジョウジ 優勝

380 井本　学 イモト　マナブ 優勝

381 小畑　開渡 イバタ　カイト 優勝

剣道

サッカー

水泳

引佐南部49

西高中

細江48

開誠館
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382 今井　航 イマイ　コウ サッカー 優勝

383 渥美　優楓 アツミ　ユウキ 出場

384 須和部　陸 スワベ　リク 出場

385 杉浦　捷太 スギウラ　ハヤタ 出場

386 平本　大也 ヒラモト　ダイヤ 出場

387 海野　来晟 ウンノ　ライセイ 出場

388 米津　陸 ヨネヅ　リク 出場

389 山本　勲和 ヤマモト　イサト 出場

390 鈴木　楓大 スズキ　フウタ 出場

391 川口　直哉 カワグチ　ナオヤ 出場

392 大西　凌雅 オオニシ　リョウガ 出場

393 奥宮　翔太 オクミヤ　ショウタ 出場

394 上杉　亮雅 ウエスギ　リョウガ 出場

395 清水　柊多 シミズ　シュウタ 出場

396 佐々木　涼翔 ササキ　リョウガ 出場

397 杉浦　丈琉 スギウラ　タケル 出場

398 内山　太地 ウチヤマ　タイチ ４００ｍＦＲ 出場

399 新林　空 シンバヤシ　ソラ ４００ｍＦＲ 出場

400 森山　颯斗 モリヤマ　ハヤト ４００ｍＦＲ 出場

401 望月　智矢 モチヅキ　トモヤ ４００ｍＦＲ 出場

402 田上　峻 タノウエ　シュン ４００ｍＦＲ 出場

403 岡島　和真 オカジマ　カズマ 優勝

404 曽布川　翔月 ソブカワ　カヅキ 優勝

405 縣　剛人 アガタ　タケト 優勝

406 後藤　新葉 ゴトウ　シンバ 優勝

407 鈴木　遥斗 スズキ　ハルト 優勝

408 内藤　航 ナイトウ　コウ 優勝

409 森重　陽翔 モリシゲ　ハルト 優勝

410 髙橋　壮太 タカハシ　ソウタ 優勝

411 鈴木　真成 スズキ　シンセイ 優勝

412 迫平　真治 サコヒラ　シンジ 優勝

413 今西　泰楽 イマニシ　タイラ 優勝

414 鈴木　隆太 スズキ　リュウタ 優勝

415 古田　壮真 フルタ　ソウマ 優勝

416 渡邊　棟介 ワタナベ　トウスケ 優勝

日体

開誠館

浜松学院

水泳

バスケットボール

バスケットボール



平成３０年度　東海中学校体育大会出場選手 【東海大会】

ＮＯ
学校
番号

　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

417 衞藤　巧 エトウ　タクミ バスケットボール 優勝

418 柴田　優菜 シバタ　ユウナ 剣道 個人戦 出場

419 勝又　優哉 カツマタ　ユウヤ
①個人戦
②団体戦

①ベスト16
②準優勝

420 小口　悠斗 コグチ　ハルト
①個人戦
②団体戦

①ベスト32
②準優勝

421 岩井　大起 イワイ　ダイキ
①個人戦
②団体戦

①ベスト32
②準優勝

422 篠原　大樹 シノハラ　ダイジュ
①個人戦
②団体戦

①第5位
②準優勝

423 島村　怜和 シマムラ　レオ
①個人戦
②団体戦

①第6位
②準優勝

424 建部　春久 タテベ　ハルヒサ
①個人戦
②団体戦

①出場
②準優勝

425 西尾　聡太 ニシオ　ソウタ
①個人戦
②団体戦

①ベスト32
②準優勝

426 岡田　琉生 オカダ　ルイ ①個人戦 ①出場

427 中谷　歩夢 ナカタニ　アユム
①個人戦
②団体戦

①ベスト32
②準優勝

428 齋藤　輝心 サイトウ　キシン ①個人戦 ①ベスト32

429 山下　菜々美 ヤマシタ　ナナミ
①個人戦
②団体戦

①②優勝

430 駒瀬　ゆめ コマセ　ユメ
①個人戦
②団体戦

①第5位
②優勝

431 瀧本　梨帆 タキモト　リオ ②団体戦 ②優勝

432 福田　雅子 フクダ　マサコ
①個人戦
②団体戦

①第11位
②優勝

433 杉山　愛依 スギヤマ　マイ
①個人戦
②団体戦

①出場
②優勝

434 山田　夏花 ヤマダ　ナツハ
①個人戦
②団体戦

①ベスト32
②優勝

435 山﨑　愛海 ヤマザキ　アミ ①個人戦 ①出場

436 小林　奈桜 コバヤシ　ナオ
①個人戦
②団体戦

①ベスト32
②優勝

437 蟹江　真花 カニエ　マナカ
①個人戦
②団体戦

①ベスト16
②優勝

修学舎

浜松学院

卓球





(４月～９月全国大会出場実績及び出場決定）

市立高等学校
月 大会等 場所 部等 部数 人数 出場者成績（学年）

第７回アジア女子ジュニアソフトボー
ル選手権大会

フィリピン ソフトボール部 1 1
山下　千世(1)  優勝　（女子Ｕ19日本代表）

ジャパンオープン2018 東京 水泳部 1 1
男子200mバタフライ　小林　拓(3)  出場

6 第102回日本陸上競技選手権大会 山口 陸上競技部 1 1
女子走り幅跳び　中津川亜月(2)　第６位

第３回ユースオリンピック競技大会・
アジア地域予選

タイ 陸上競技部 1
女子走り幅跳び　中津川亜月(2) 優勝

2018カナダカップショーケースゴール
ドトーナメント

カナダ ソフトボール部 1
山下　千世(1)　優勝　（女子Ｕ16日本代表）

第65回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト 東京 放送部 1 19

アナウンス部門　大濱　凌(3)  準決勝進出・入選
朗読部門　山下ひさ乃(3)、板垣里奈(3) 準決勝進出・入選
ラジオドキュメント部門　準決勝進出・制作奨励賞
創作ラジオドラマ部門　準決勝進出・優良賞
テレビドキュメント部門　出場
創作テレビドラマ部門　出場

平成30年度全国高等学校ギター・マン
ドリン音楽コンクール

大阪 マンドリン部 1 74
優秀賞・朝日新聞社賞（全国第２位）

静岡 弓道部 1 1
女子個人　森田咲楽(3)　決勝進出

陸上競技部 18

男子４×100mＲ　出場
男子走り高跳び　太田蒼翔(1) 決勝進出
女子100m 鈴木聖菜(3)　出場
女子200m　鈴木聖菜(3)、鈴木真子(3)　出場
女子400mH 倉田里奈(2)　出場
女子４×100mR　準決勝進出
女子４×400mR  準決勝進出
女子走り幅跳び　中津川亜月(2)　第４位

女子テニス部 1 5

ダブルス 今村(3)・横山(2)ペア、松本(3)・森川(2)ペア　出場
シングルス　森川瞳(2)　出場

なぎなた部 1 9

団体　出場
演技　山下(2)・熊﨑(2)ペア　出場
個人 八巻藍佳(3)、八木珠希(3)　出場

愛知 水泳部 14

男子4×100mフリーリレー　出場
男子4×200mフリーリレー  出場
男子200mバタフライ 小林　拓(3)  第２位
男子200m自由形　髙野裕也(2)　Ｂ決勝３位
女子400m個人メドレー 城井貴布(2)、疋田亜莉菜(1)　出場
男子100mバタフライ　小林　拓(3)　出場
男子400m自由形　髙野裕也(2)　出場

文芸部 1 1
文芸部門　吉野歌織(3)　出場

吹奏楽部 1 67
吹奏楽部門　出場

放送部 5
アナウンス部門　松川奈那美(3) 出場
ビデオメッセージ部門　出場

美術部 1 1
美術・工芸部門　小竹　桃佳(3)　出場

男子テニス部 1 1
Ｕ16シングルス　石橋　尚之(1)　出場

女子テニス部 1
Ｕ16シングルス　山下　桜(2)  出場

第６回全国高等学校陸上競技選抜大会 大阪 陸上競技部 5
四段跳び　中津川亜月(2)　第２位
スプリントトライアスロン　鈴木聖菜(3)、鈴木真子(3)、田中健
太(2)、田村瑠那(1) 出場

第18回日韓ジュニアスポーツ交流事業 韓国 ソフトボール部 1
鈴木未歩(1) (女子Ｕ16日本代表チーム)

第73回国民体育大会 福井 水泳部 3

少年男子　200mバタフライ 小林　拓(3)
少年男子　200m自由形　髙野裕也(2)
少年女子　400m個人メドレー 城井貴布(2)

女子テニス部 1
少年女子　森川　瞳(2)

男子バレー部 1 1
少年男子　大村　樹生(3)

陸上競技部 2
少年共通　男子走り高跳び　太田蒼翔(1)
少年女子　100m 鈴木聖菜(3)

なぎなた部 1
演技　八木珠希(3)　他校生とペア

2018Ｕ15全国選抜ジュニアテニス選手
権大会

福岡 男子テニス部 1
ダブルス　石橋　尚之(1) 他校生とペア

第３回ユースオリンピック競技大会 アルゼンチン 陸上競技部 1
女子走り幅跳び　中津川亜月(2)

11 第18回日韓ジュニアスポーツ交流事業 静岡 ソフトボール部 1
鈴木未歩(1) （女子Ｕ16日本代表チーム）

計 13 238

平成30年度浜松市立高等学校の部活動の状況について

9

10

第73回国民体育大会 福井

5

7

8

第42回全国高等学校総合文化祭

全日本ジュニア選手権'18 大阪

長野

三重

平成30年度全国高等学校総合体育大会

報告ウ




