
浜 松 市 教 育 委 員 会 会 議 次 第 

令和元年９月２６日（木） 

１ ０ 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、黒栁委員） 

４ 会期の決定 

５ 議 事 

（１）議 案 

【議決案件】

第３８号議案 浜松市教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に 

ついて                              （教職員課）

第３９号議案 浜松市立幼稚園園則等の一部改正について   （幼児教育・保育課）

第４０号議案 ※非公開       

（２）報 告 

 ア 令和元年度全国・東海中学校総合体育大会結果について      （指導課） 

 イ 令和元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 





第 ３ ８ 号 議  案   

令和元年９月２６日提出   

   浜松市教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正について 

 浜松市教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則を次の

ように定める。 

教育長  花  井  和  徳  

浜松市教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則

（案）

 浜松市教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成２９年浜松市教育委員会

規則第１６号）の一部を次のように改正する。

改正前 改正後 

（期末手当の支給をしない職員） （期末手当の支給をしない職員） 

第４条 給与条例第３３条第１項後段の規定

により教育委員会規則で定める職員は、次

に掲げる職員とし、これらの職員には、期

末手当を支給しない。 

第４条 給与条例第３３条第１項後段の規定

により教育委員会規則で定める職員は、次

に掲げる職員とし、これらの職員には、期

末手当を支給しない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) その退職又は失職の後基準日までの間

において、次のいずれかに該当する者（臨

時的任用職員を除き、非常勤である者にあ

っては、地方公務員法第２８条の４第１

項、第２８条の５第１項又は第２８条の６

第１項若しくは第２項の規定により採用

された職員（以下「再任用職員」という。）

で同法第２８条の５第１項に規定する短

時間勤務の職を占めるもの（以下「再任用

短時間勤務職員」という。）、育児休業法

第１８条第１項の規定により採用された

(2) その退職又は失職の後基準日までの間

において、次のいずれかに該当する者（非

常勤である者にあっては、地方公務員法第

２２条の２第１項に規定する会計年度任

用職員（以下「会計年度任用職員」とい

う。）、同法第２８条の４第１項、第２８

条の５第１項又は第２８条の６第１項若

しくは第２項の規定により採用された職

員（以下「再任用職員」という。）で同法

第２８条の５第１項に規定する短時間勤

務の職を占めるもの（以下「再任用短時間
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同項に規定する短時間勤務職員（以下「任

期付短時間勤務職員」という。）その他教

育委員会の定める者に限る。）となったも

の 

勤務職員」という。）、育児休業法第１８

条第１項の規定により採用された同項に

規定する短時間勤務職員（以下「任期付短

時間勤務職員」という。）その他教育委員

会の定める者に限る。）となったもの 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

ウ 浜松市技能労務職員の給与の種類及

び基準に関する条例（平成１６年浜松市

条例第２９号）の適用を受ける職員（以

下「技能労務職員」という。）

ウ 浜松市技能労務職員の給与の種類及

び基準に関する条例（平成１６年浜松市

条例第２９号）の適用を受ける職員（以

下「技能労務職員」という。）（会計年

度任用職員にあっては、教育委員会の定

める者に限る。）

エ 企業職員 エ 企業職員（会計年度任用職員にあって

は、教育委員会の定める者に限る。）

オ （略） オ （略）

 カ 浜松市会計年度任用職員の報酬、費用

弁償及び期末手当並びに給与に関する

条例（令和元年浜松市条例第２２号）の

適用を受ける職員（以下「会計年度条例

適用職員」という。）（教育委員会の定

める者に限る。） 

(3) その退職に引き続き次に掲げる者（臨

時的任用職員を除き、非常勤である者にあ

っては、再任用短時間勤務職員、任期付短

時間勤務職員その他教育委員会の定める

者に限る。）となったもの 

(3) その退職に引き続き次に掲げる者（非

常勤である者にあっては、会計年度任用職

員、再任用短時間勤務職員、任期付短時間

勤務職員その他教育委員会の定める者に

限る。）となったもの 

 ア～エ （略） ア～エ （略） 

（期末手当に係る在職期間） （期末手当に係る在職期間） 

第８条 給与条例第３３条第２項に規定する

在職期間は、給与条例の適用を受ける職員

（臨時的任用職員を除く。）として在職し

た期間とする。 

第８条 給与条例第３３条第２項に規定する

在職期間は、給与条例の適用を受ける職員

として在職した期間とする。 
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２・３ （略） ２・３ （略） 

第９条 基準日以前６箇月以内の期間におい

て、次に掲げる者（臨時的任用職員を除き、

非常勤である者にあっては、再任用短時間

勤務職員、任期付短時間勤務職員その他教

育委員会の定める者に限る。）が給与条例

の適用を受ける職員となった場合は、その

期間内においてそれらの者として在職した

期間は前条第１項の在職期間に算入する。

ただし、次に掲げる者としての期末手当及

び勤勉手当（これらに相当する給与を含

む。）の支給を受けた者については、その

支給に係る期間は、算入しない。 

第９条 基準日以前６箇月以内の期間におい

て、次に掲げる者（非常勤である者にあっ

ては、会計年度任用職員、再任用短時間勤

務職員、任期付短時間勤務職員その他教育

委員会の定める者に限る。）が給与条例の

適用を受ける職員となった場合は、その期

間内においてそれらの者として在職した期

間は前条第１項の在職期間に算入する。た

だし、次に掲げる者としての期末手当及び

勤勉手当（これらに相当する給与を含む。）

の支給を受けた者については、その支給に

係る期間は、算入しない。 

(1) （略） (1) （略） 

 (2) 技能労務職員 (2) 技能労務職員（会計年度任用職員にあ

っては、教育委員会の定める者に限る。）

 (3) 企業職員 (3) 企業職員（会計年度任用職員にあって

は、教育委員会の定める者に限る。） 

 (4) （略） (4) （略） 

 (5) 会計年度条例適用職員（教育委員会の

定める者に限る。） 

(5)～(8) （略） (6)～(9) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（勤勉手当の支給をしない職員） （勤勉手当の支給をしない職員） 

第１７条 給与条例第３６条第１項後段の規

定により教育委員会規則で定める職員は、

次に掲げる職員とし、これらの職員には、

勤勉手当を支給しない。ただし、第２号に

掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当

が支給されない者については、この限りで

ない。 

第１７条 給与条例第３６条第１項後段の規

定により教育委員会規則で定める職員は、

次に掲げる職員とし、これらの職員には、

勤勉手当を支給しない。ただし、第２号に

掲げる者（会計年度任用職員のうち教育委

員会の定めるものを除く。）のうち、勤勉

手当に相当する手当が支給されない者につ

いては、この限りでない。 
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(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（勤勉手当に係る勤務期間） （勤勉手当に係る勤務期間） 

第２３条 第１９条に規定する期間は、給与

条例の適用を受ける職員（臨時的任用職員

を除く。）として在職した期間とする。 

第２３条 第１９条に規定する期間は、給与

条例の適用を受ける職員として在職した期

間とする。 

２ （略） ２ （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附 則

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。

２ 次項の規定の適用がある場合を除き、令和元年１２月２日から令和２年３月３１日

までの間に臨時的任用職員として在職した期間がある者に同年６月に支給する期末手

当及び勤勉手当に係る改正後の第８条第１項、第９条第１項（改正後の第２４条第１

項において準用する場合を含む。）及び第２３条第１項の規定の適用については、こ

れらの規定中「在職した期間」とあるのは、「在職した期間（令和元年１２月２日か

ら令和２年３月３１日までの間において臨時的任用職員として在職した期間を除

く。）」とする。

３ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において、地方公務員法及び

地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２９号）第１条の規定による改

正前の地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項第３号に規定する非

常勤職員又は臨時的任用職員（教育委員会の定める者に限る。）であった者で、施行日

以後引き続き改正後の第９条第１項第２号若しくは第３号に掲げる者（地方公務員法

第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員のうち教育委員会の定めるものに限

る。）又は改正後の第９条第１項第５号に掲げる者となった後、浜松市教育職員の給与

に関する条例（平成２９年浜松市条例第３４号）の適用を受ける職員となったものに

令和２年６月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る同項（改正後の第２４条第１項

において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定の適用については、改正後の第９条

第１項中「在職した期間」とあるのは、「在職した期間（地方公務員法及び地方自治法

の一部を改正する法律（平成２９年法律第２９号）第１条の規定による改正前の地方

公務員法第３条第３項第３号に規定する非常勤職員又は臨時的任用職員（教育委員会

の定める者に限る。）として在職した期間のうち令和元年１２月２日から令和２年３月

３１日までの期間に係るもの（教育委員会の定めるものに限る。）を含む。）」とする。
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（第３８号議案の説明資料） 

教職員課  

浜松市教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正について 

（提案理由） 

  地方公務員法及び地方自治法の一部改正により令和２年４月１日から新たに会計年度

任用職員が制度化されること及び地方公務員法第２２条等に基づく臨時的任用職員の任

用要件が厳格化されることに伴い、期末手当及び勤勉手当の支給に係る在職期間等につ

いて所要の整備を行うものです。 

（改正内容） 

期末手当及び勤勉手当について、臨時的任用職員や教育委員会が定める会計年度任

用職員（以下「臨時的任用職員等」という。）であった者が引き続き正規職員または

任期付職員として採用された場合、臨時的任用職員等の期間を算入して、期末手当及

び勤勉手当の支給ができるようにするものです。

[期末勤勉手当の在職期間について] 
臨時的任用職員として４か月間任用されたのち正規職員または任期付職員として採用

された場合の期末勤勉手当算定に係る在職期間

 （現 行）在職期間 ＝ 正規職員の期間のみ

→ ２か月（臨時的任用職員の任用期間は含まない）. 
（改正後）在職期間 ＝ 臨時的任用職員の任用期間と正規職員の期間

→ ６か月（臨時的任用職員の任用期間も含む）

（施行期日）

  この規則は、令和２年４月１日から施行するものです。

（その他）

この規則改正について、人事事委員会において協議され同意いただいています。

臨時的任用 正規職員

４か月 ２か月

R3

6/1

(基準日)

R3

4/1

R2

12/2
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第 ３ ９ 号 議  案   

令和元年９月２６日提出   

   浜松市立幼稚園園則等の一部改正について 

 浜松市立幼稚園園則等の一部を改正する規則を次のように定める。 

教育長  花  井  和  徳  

浜松市立幼稚園園則等の一部を改正する規則（案）

 （浜松市立幼稚園園則の一部改正）

第１条 浜松市立幼稚園園則（平成２年浜松市教育委員会規則第５号）の一部を次のよ

うに改正する。

改正前 改正後 

（名称） （名称） 

第１５条 この規則において「預かり保育」と

は、浜松市立幼稚園条例（平成１７年浜松市

条例第２７０号）第３条第２号に掲げる事業

をいう。 

第１５条 この規則において「預かり保育」と

は、浜松市立幼稚園条例（平成１７年浜松市

条例第２７０号）第３条第３号及び第４号に

掲げる事業をいう。 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

 （浜松市立幼稚園園則の一部を改正する規則の一部改正）

第２条 浜松市立幼稚園園則の一部を改正する規則（平成２７年浜松市教育委員会規則

第１０号）の一部を次のように改正する。

改正前 改正後

附 則 附 則

２ 浜松市立幼稚園条例の一部を改正する条

例（平成２７年浜松市条例第４１号）附則第

４項の規定が適用される場合における改正

後の第１５条の規定の適用については、同条

中「浜松市立幼稚園条例（平成１７年浜松市

条例第２７０号）第３条第２号」とあるのは、

「浜松市立幼稚園条例の一部を改正する条

２ 浜松市立幼稚園条例の一部を改正する条

例（平成２７年浜松市条例第４１号）附則第

４項の規定が適用される場合における浜松

市立幼稚園園則第１５条の規定の適用につ

いては、同条中「浜松市立幼稚園条例（平成

１７年浜松市条例第２７０号）第３条第３号

及び第４号」とあるのは、「浜松市立幼稚園
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例（平成２７年浜松市条例第４１号）附則第

４項の規定により読み替えて適用される浜

松市立幼稚園条例（平成１７年浜松市条例第

２７０号）第３条第２号」とする。

条例の一部を改正する条例（平成２７年浜松

市条例第４１号）附則第４項の規定により読

み替えて適用される浜松市立幼稚園条例（平

成１７年浜松市条例第２７０号）第３条第４

号」とする。

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附 則

 この規則は、令和元年１０月１日から施行する。
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（第３９号議案の説明資料） 

幼児教育・保育課  

浜松市立幼稚園園則等の一部改正について 

（提案理由） 

  幼児教育・保育の無償化に向けた子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。）

の一部改正に伴い、浜松市立幼稚園条例の一部を改正したことを受け、浜松市立幼稚園

園則等の一部改正を行うものです。 

（改正内容） 

  浜松市立幼稚園条例の一部改正に伴い引用条項の改正を行うものです。

（施行期日）

この規則は、令和元年１０月１日から施行するものです。
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令和元年度全国・東海中学校総合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２７校から１０競技にわたり出場、出場者１３３人

NO 学校名 氏 名 競 技 種 目 成績 

１ 新津中 平野 海吏 陸上 走高跳 ２位 

２ 天竜中 豊田 皓士 陸上 走高跳 ７位 

３ 積志中 須和部 琢杜 陸上 ４００ｍ ４位 

４ 北浜中 
中道 大貴 陸上 ４００ｍ ６位 

杉森 心音 陸上 １５００ｍ 優勝 

５ 浜北北部中 女子ソフトテニス部 ソフトテニス 団体戦 ３位 

６ 麁玉中 村松 晃成 陸上 走幅跳 ７位 

７ 西高中等部 水泳部 水泳 女子４００ｍＦＲ ４位 

８ 開誠館中 男子バスケットボール部 バスケットボール ベスト８

９ 浜松修学舎中
男子卓球部 卓球 団体戦 ベスト８

女子卓球部 卓球 団体戦 ベスト８

以上、８位入賞の個人・団体

※平成３０年度は、２５校から１０競技に出場、出場者は１２１人

※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

２ 東海大会出場 浜松市内の中学校４3 校から１２競技にわたり出場、出場者４１１人

・平野海吏  新津中学校   陸上  男子  走高跳        【優勝】

・進士歩夢  与進中学校   水泳  男子  １００ｍ平泳ぎ    【優勝】

・岡田裕司  丸塚中学校   水泳  男子  １００ｍバタフライ  【優勝】

・村瀬にこ  三方原中学校  陸上  女子  砲丸投げ       【優勝】

・森川皓喜  北浜中学校   陸上  男子  ２年１００ｍ     【優勝】

・永井愛琉奈 引佐南部中学校 柔道  女子  個人戦        【優勝】

・西高中等部         水泳  女子  ４００ｍフリーリレー 【優勝】

              以上優勝の個人・団体（８位入賞の個人・団体は計 190 人）

   ※平成３０年度は、４６校から１３競技に出場、出場者は４３７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  

1

報告ア
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ＮＯ
学校番
号 　学校名　 生徒氏名 フリガナ 学年 結果

1 青島　真 アオシマ　シン 3 陸上 ４００ｍ 出場

2 稲垣　毅流 イナガキ　タケル 3 水泳 ２００ｍバタフライ 出場

3 宮田　怜奈 ミヤタ　レナ 3 ８００ｍ 出場

4 川村　晃貴 カワムラ　コウキ 3 ４００ｍ 出場

5 5 中部 小田切　伊織 オダギリ　イオリ 3 体操 個人戦 出場

6 平野　海吏 ヒラノ　カイリ 3 走高跳 準優勝

7 蜂須賀　翼 ハチスカ　ツバサ 3
①２００ｍ
②４００ｍ 出場

8 赤坂　珠香 アカサカ　シュカ 2 陸上 １００ｍ 出場

9 平松　沙菜 ヒラマツ　サナ 3 女子４×１００ｍＦＲ 出場

10 根岸　碧葉 ネギシ　アオバ 3 女子４×１００ｍＦＲ 出場

11 大石　京 オオイシ　キョウ 3 女子４×１００ｍＦＲ 出場

12 川村　純令 カワムラ　スミレ 1 女子４×１００ｍＦＲ 出場

13 尾白　千波 オジロ　チナミ 1 女子４×１００ｍＦＲ 出場

14 矢野　光梨 ヤノ　ヒカリ 1 女子４×１００ｍＦＲ 出場

15 今川　栞 イマガワ　シオリ 3 走高跳 出場

16 豊田　皓士 トヨダ　ヒロト 3 走高跳 7位

17 12 与進 進士　歩夢 シンジ　アユム 3 水泳 ①１００ｍ平泳ぎ
②２００ｍ平泳ぎ 出場

18 13 笠井 犬塚　創互 イヌヅカ　ソウゴ 3 柔道 個人戦 出場

19 辻本　奨真 ツジモト　ショウマ 3 陸上 ８００ｍ 出場

20 山田　亜依 ヤマダ　アイ 3 剣道 個人戦 出場

21 青山　由唯加 アオヤマ　ユイカ 2 水泳 ①高飛込
②飛板飛込 出場

22 17 神久呂 池谷　世羅 イケヤ　セラ 1 水泳 高飛込 出場

23 18 入野 増田　莉蔵 マスダ　リク 2 水泳 １００自由形 出場

24 須和部　琢杜 スワベ　タクト 3 陸上 ４００ｍ ４位

25 津ヶ谷　航貴 ツガヤ　コウキ 3 陸上 ①１００ｍ
②２００ｍ 出場

26 藤本　悠椰 フジモト　ユウヤ 3 陸上 ４００ｍ 出場

27 幸田　航 サイタ　ワタル 3 陸上 １１０ｍＨ 出場

28 小川　栞奈 オガワ　カンナ 3 水泳 ①高飛込
②飛板飛込 出場

29 岡田　裕司 オカダ　ユウジ 3 水泳 ２００ｍバタフライ 出場

30 鈴木　智也 スズキ　トモヤ 3 陸上 ４００ｍ 出場

31 森　ほのか モリ　ホノカ 3 陸上 走高跳 出場

32 田中　友介 タナカ　ユウスケ 3 個人戦 出場

33 飯田　叶輝 イイダ　トキ 2 個人戦 出場

陸上天竜11

4 北部

蜆塚10

水泳

陸上

8 新津 陸上

22 丸塚

令和元年度　全国中学校体育大会出場選手

競技名

高台23

柔道

南陽

20 湖東

19 積志

14

3 南部
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ＮＯ
学校番
号 　学校名　 生徒氏名 フリガナ 学年 結果競技名

34 24 庄内 山崎　萌音 ヤマザキ　モノン 3 水泳 ①１００ｍバタフライ
②２００ｍバタフライ 出場

35 28 三方原 村瀬　にこ ムラセ　ニコ 3 陸上 砲丸投 出場

36 三木　航平 ミキ　コウヘイ 3
①１００ｍ背泳ぎ
②２００ｍ背泳ぎ
③４×１００ＭＲ

出場

37 山口　晏空 ヤマグチ　アクア 3 ４×１００ＭＲ 出場

38 山﨑　奏楽 ヤマザキ　ソラ 3 ４×１００ＭＲ 出場

39 平山　貴統 ヒラヤマ　タケル 3 ４×１００ＭＲ 出場

40 松澤　賢 マツザワ　ケン 陸上 ①１００ｍ
②２００ｍ 出場

41 34 舞阪 フロリス　アリエ フロリス　アリエ 3 陸上 ①１００ｍ
②２００ｍ 出場

42 森川　皓喜 モリカワ　コウキ 2 １００ｍ 出場

43 中道　大貴 ナカミチ　ダイキ 3
①２００ｍ
②４００ｍ

出場
６位

44 杉森　心音 スギモリ　ココネ 3
①８００ｍ
②１５００ｍ

出場
優勝

45 渡邉　園子 ワタナベ　ソノコ 3 走高跳 出場

46 鈴木　音羽 スズキ　オトハ 2 陸上 １００ｍ 出場

47 祁答院　琉 ケドウイン　リュウ 3 剣道 個人戦 出場

48 河合　晃羽 カワイ　アキハ 3 団体戦 ３位

49 松浦　都子 マツウラ　トコ 3 団体戦 ３位

50 岩崎　胡桃 イワサキ　クルミ 3 団体戦 ３位

51 櫻井　涼 サクライ　スズ 3 団体戦 ３位

52 宮下　姫菜野 ミヤシタ　ヒナノ 3 団体戦 ３位

53 槇林　六花 マキバヤシ　ロッカ 2 団体戦 ３位

54 田畑　蘭 タバタ　ラン 2 団体戦 ３位

55 石川　夏海 イシカワ　ナミ 2 団体戦 ３位

56 39 麁玉 村松　晃成 ムラマツ　コウセイ 3 陸上 走幅跳 ７位

57 袴田　彩郁 ハカマタ　アヤカ 3 柔道 個人戦 出場

58 村松　武 ムラマツ　タケル 3 陸上 ４００ｍ 出場

59 48 引佐南部 永井　愛琉奈 ナガイ　アルナ 3 柔道 個人戦 出場

60 柴田　大輝 シバタ　ダイキ 3
①５０ｍ自
②１００ｍ自 出場

61 山田　茅帆 ヤマダ　チホ 3 ①５０ｍ自②１００ｍ自
③４００ｍＦＲ④４００ｍＭＲ

出場、出場
４位、出場

62 秋山　紗希 アキヤマ　サキ 2
①４００ｍＦＲ
②４００ｍＭＲ

４位
出場

63 尾上　夏野 オノウエ　ナノ 2
①４００ｍＦＲ
②４００ｍＭＲ

４位
出場

64 鈴木　杏奈 スズキ　アンナ 3
①４００ｍＦＲ
②４００ｍＭＲ

４位
出場

65 廣橋　侑花 ヒロハシ　ユカ 1
①４００ｍＦＲ
②４００ｍＭＲ

４位
出場

66 山田　千鶴 ヤマダ　チヅル 3 ４００ｍＦＲ ４位

67 菊池　布佐子 キクチ　フサコ 2 ４００ｍＭＲ 出場

38

ソフトテニス

浜北北部

水泳

37 北浜

西高中

北浜東部

水泳

40

陸上

31 富塚
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ＮＯ
学校番
号 　学校名　 生徒氏名 フリガナ 学年 結果競技名

68 奥宮　翔太 オクミヤ　ショウタ 3 団体戦 5位

69 上杉　亮雅 ウエスギ　リョウガ 3 団体戦 5位

70 清水　柊多 シミズ　シュウタ 3 団体戦 5位

71 佐々木　涼翔 ササキ　リョウガ 3 団体戦 5位

72 松土　夢生 マツド　イブキ 3 団体戦 5位

73 三輪　玲也 ミワ　レイヤ 3 団体戦 5位

74 山本　勲和 ヤマモト　イサト 3 団体戦 5位

75 鈴木　楓大 スズキ　フウタ 3 団体戦 5位

76 尾崎　惠吾 オザキ　ケイゴ 3 団体戦 5位

77 杉浦　丈琉 スギウラ　タケル 3 団体戦 5位

78 太田　空良 オオタ　ソラ 3 団体戦 5位

79 長谷川　慎之介 ハセガワ　シンノスケ 3 団体戦 5位

80 木村　郁斗 キムラ　フミト 2 団体戦 5位

81 伊藤　萌斗 イトウ　モエト 2 団体戦 5位

82 川島　純 カワシマ　ジュン 2 団体戦 5位

83 松下　歩太 マツシタ　アルタ 3 出場

84 鈴木　悠聖 スズキ　ユウセイ 3 出場

85 古山　諒 コヤマ　リョウ 3 出場

86 太田　眞之祐 オオタ　シンノスケ 3 出場

87 氏原　渚渡 ウジハラ　ナギト 3 出場

88 神田　丈一郎 カンダ　ジョウイチロウ 3 出場

89 牧　優菜 マキ　ユウナ 3 出場

90 鈴木　諒翔 スズキ　リョウト 3 出場

91 松山　由信 マツヤマ　ヨシノブ 3 出場

92 本多　駿 ホンダ　シュン 2 出場

93 本多　優 ホンダ　ユウ 2 出場

94 谷口　昂聖 タニグチ　コウセイ 2 出場

95 大場　颯斗 オオバ　ハヤト 2 出場

96 室田　大地 ムロタ　ダイチ 2 出場

97 森　燿大 モリ　ヨウダイ 2 出場

98 赤尾　健輔 アカオ　ケンスケ 2 出場

99 鈴木　爽愛 スズキ　ソウア 2 出場

100 袴田　真央 ハカマタ　マオ 2 出場

開誠館

バスケットボール

野球
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ＮＯ
学校番
号 　学校名　 生徒氏名 フリガナ 学年 結果競技名

101 小杉　太一 コスギ　タイチ 3 出場

102 鈴木　廉穏 スズキ　レオン 3 出場

103 斉藤　快 サイトウ　カイ 3 出場

104 原田　隼 ハラダ　シュン 3 出場

105 平下　丈慈 ヒラシタ　ジョウジ 3 出場

106 柘植　瑛人 ツゲ　エイト 3 出場

107 小野　景士 オノ　ケイシ 3 出場

108 鈴木　悠希 スズキ　ユウキ 3 出場

109 今井　航 イマイ　コウ 3 出場

110 小野　賢人 オノ　ケンシン 3 出場

111 松下　倖大 マツシタ　コウタ 3 出場

112 戸塚　陸 トツカ　リク 1 出場

113 関口　拓海 セキグチ　タクミ 2 出場

114 前田　康尋 マエダ　ヤスヒロ 3 出場

115 三上　奨斗 ミカミ　ショウト 3 出場

116 渡邊　瑠海 ワタナベ　ルカ 2 出場

117 飯尾　優翔 イイオ　マサト 3 出場

118 松野　絋大 マツノ　コウダイ 1 出場

119 志村　幸紀 シムラ　コウキ 3 団体戦 ベスト８

120 岡田　琉生 オカダ　ルイ 3
①個人戦
②団体戦

出場
ベスト８

121 中谷　歩夢 ナカタニ　アユム 2 ①個人戦
②団体戦

出場
ベスト８

122 齋藤　輝心 サイトウ　キシン 2 団体戦 ベスト８

123 市江　優大 イチエ　ユウダイ 2 団体戦 ベスト８

124 西田　有輝 ニシダ　トモキ 2 団体戦 ベスト８

125 小林　彪 コバヤシ　ヒョウ 1 団体戦 ベスト８

126 福田　雅子 フクダ　マサコ 3 団体戦 ベスト８

127 山田　夏花 ヤマダ　ナツハ 3
①個人戦
②団体戦

出場
ベスト８

128 杉山　愛依 スギヤマ　マイ 3 団体戦 ベスト８

129 山﨑　愛海 ヤマザキ　アミ 3
①個人戦
②団体戦

出場
ベスト８

130 小林　奈桜 コバヤシ　ナオ 2
①個人戦
②団体戦

出場
ベスト８

131 中西　優奈 ナカニシ　ユウナ 2 団体戦 ベスト８

132 蟹江　真花 カニエ　マナカ 2 団体戦 ベスト８

133 長谷川　陽那子 ハセガワ　ヒナコ 1 団体戦 ベスト８

サッカー開誠館

卓球

修学舎

卓球
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ＮＯ
学校
番号

　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果

1 関　友喜 セキ　トモキ 卓球 個人戦 出場

2 松浦　璃空 マツウラ　リク 水泳 １５００ｍ自 ４位

3 2 西部 奈須　海七風 ナス　ミチカ 陸上 １年１００ｍ 出場

4 青島　航太 アオシマ　コウタ ４×１００ｍＲ 出場

5 三浦　武 ミウラ　タケシ ４×１００ｍＲ 出場

6 碓氷　大智 ウスイ　ダイチ ４×１００ｍＲ 出場

7 青島　真 アオシマ　シン ４×１００ｍＲ 出場

8 藤井　創斗 フジイ　ソウト ４×１００ｍＲ 出場

9 斎藤　樹 サイトウ　イツキ ４×１００ｍＲ 出場

10 稲垣　毅流 イナガキ　タケル ①１００ｍバタフライ
②４×１００ｍＦＲ

３位
出場

11 前島　碧衣 マエジマ　アオイ ４×１００ｍＦＲ 出場

12 飛田　波月 ヒダ　ハヅキ ４×１００ｍＦＲ 出場

13 鈴木　温人 スズキ　ハルト ４×１００ｍＦＲ 出場

14 大石　煌斗 オオイシ　アキト ４×１００ｍＦＲ 出場

15 川村　晃貴 カワムラ　コウキ ４００ｍ ４位

16 宮田　怜奈 ミヤタ　レナ ８００ｍ ８位

17 永田　美緒琳 ナガタ　ミオリ １００ｍＨ 出場

18 若槻　風汰 ワカツキ　フウタ 水泳 １００ｍバタフライ ５位

19 影山　遥郁 カゲヤマ　ハルカ 団体戦 出場

20 古橋　寛大 フルハシ　カンタ 団体戦 出場

21 刈谷　海星 カリヤ　カイセイ 団体戦 出場

22 諏訪　佳翔 スワ　ケイト 団体戦 出場

23 内山　瑛 ウチヤマ　アキラ 団体戦 出場

24 小松　謙新 コマツ　ケンシン 団体戦 出場

25 持留　幸太 モチドメ　コウダイ 団体戦 出場

26 5 中部 小田切　伊織 オダギリ　イオリ 体操 個人戦 ４位

27 6 八幡 山本　純奈 ヤマモト　ジュンナ 水泳 ８００ｍ自由形 ７位

28 飯尾　唯華 イイオ　ユイカ ２００ｍ背泳ぎ ５位

29 天野　柚琉 アマノ　ユズル ２００ｍ平泳ぎ 出場

30 小関　裕太 コセキ　ユウタ 団体戦 ５位

31 小野　紘太郎 オノ　コウタロウ 団体戦 ５位

32 笠原　雅翔 カサハラ　マサト 団体戦 ５位

33 佐藤　翔太 サトウ　ショウタ 団体戦 ５位

1 東部

4 北部

陸上

剣道

水泳

体操

令和元年度　東海中学校体育大会出場選手

競技名

陸上

3 南部

水泳

7 曳馬

7



ＮＯ
学校
番号

　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

34 平野　海吏 ヒラノ　カイリ ①走高跳
②４×１００ｍＲ

優勝
出場

35 蜂須賀　翼 ハチスカ　ツバサ ①２００ｍ
②４×１００ｍＲ 出場

36 鈴木　一世 スズキ　イッセイ ①砲丸投
②４×１００ｍＲ 出場

37 石本　大河 イシモト　タイガ ４×１００ｍＲ 出場

38 鈴木　颯 スズキ　ハヤテ ４×１００ｍＲ 出場

39 宮崎　海里 ミヤザキ　カイリ 水泳 ２００ｍ平泳ぎ ８位

40 赤坂　珠香 アカサカ　シュカ 陸上 ２年１００ｍ 出場

41 平松　沙菜 ヒラマツ　サナ ①女子４×１００ｍＦＲ
②１００ｍ背泳ぎ

２位
出場

42 根岸　碧葉 ネギシ　アオバ ①女子４×１００ｍＦＲ
②１００ｍバタフライ

２位
出場

43 大石　京 オオイシ　キョウ 女子４×１００ｍＦＲ ２位

44 川村　純令 カワムラ　スミレ ①女子４×１００ｍＦＲ
②２００ｍ背泳ぎ

２位
出場

45 尾白　千波 オジロ　チナミ 女子４×１００ｍＦＲ ２位

46 原田　好花 ハラダ　コノカ 女子４×１００ｍＦＲ ２位

47 水島　凛 ミズシマ　リン 卓球 個人戦 出場

48 田川　空羽音 タガワ　ソワネ 水泳 １００ｍ平泳ぎ 出場

49 今川　栞 イマガワ　シオリ 走高跳 準優勝

50 豊田　皓士 トヨダ　ヒロト 走高跳 準優勝

51 松田　桃寧 マツダ　モモネ 砲丸投 出場

52 織田　弥邑 オダ　ミサト ①個人戦
②団体戦 出場

53 越川　理央 コシカワ　リオ ①個人戦
②団体戦 出場

54 油井　朝希 ユイ　アサキ 団体戦 出場

55 小塩　捺巳 コシオ　ナツミ 団体戦 出場

56 古山　桃羽 コヤマ　モモハ 団体戦 出場

57 大谷　礼那 オオタニ　レイナ 団体戦 出場

58 田潟　美侑 タガタ　ミユ 団体戦 出場

59 佐藤　花蓮 サトウ　カレン 団体戦 出場

60 進士　歩夢 シンジ　アユム ①１００ｍ平泳ぎ
②４×１００ｍＭＲ

優勝
出場

61 杉浦　心美 スギウラ　ココミ ２００ｍ自 出場

62 杉浦　寿哉 スギウラ　ヒサヤ ４×１００ｍＭＲ 出場

63 西丸　瞬 ニシマル　シュン ４×１００ｍＭＲ 出場

64 川久保　樹 カワクボ　タツキ ４×１００ｍＭＲ 出場

65 池野　佳希 イケノ　ヨシキ ４×１００ｍＭＲ 出場

66 東　嶺陽 アヅマ　リョウヤ ４×１００ｍＭＲ 出場

67 磯貝　唯菜 イソガイ　ユイナ ①２年１００ｍ
②低学年４×１００ｍＲ

８位
出場

68 加藤　菜々子 カトウ　ナナコ 低学年４×１００ｍＲ 出場

陸上

水泳

新津8

与進 水泳12

11 天竜

ソフトテニス

13

10 蜆塚

笠井 陸上

陸上

8



ＮＯ
学校
番号

　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

69 宇野　佳穂 ウノ　カホ 低学年４×１００ｍＲ 出場

70 加藤　那奈美 カトウ　ナナミ 低学年４×１００ｍＲ 出場

71 小川　みやび オガワ　ミヤビ 低学年４×１００ｍＲ 出場

72 戸田　涼来 トダ　シズク 低学年４×１００ｍＲ 出場

73 犬塚　創互 イヌヅカ　ソウゴ 個人戦 出場

74 佐藤　壮真 サトウ　ソウマ 個人戦 ベスト８

75 未岡　こうじ スエオカ　コウジ 個人戦 ベスト８

76 辻本　奨真 ツジモト　ショウマ 陸上 ８００ｍ ７位

77 山野　紘聖 ヤマノ　コウセイ 水泳 ２００ｍ平泳ぎ 出場

78 山田　亜依 ヤマダ　アイ 剣道 女子個人戦 ３位

79 川本　陸杜 カワモト　リクト ２００ｍ個人メドレー 出場

80 山本　捷人 ヤマモト　ハヤト ４００ｍ個人メドレー 出場

81 一柳　里緒 イチヤナギ　リオ ２００ｍ平泳ぎ 出場

82 伊藤　芽蕗 イトウ　メロ 陸上 １年女子１００ｍ ５位

83 澤木　彩音 サワキ　アヤネ 卓球 個人戦 出場

84 小野　真和 オノ　マサト 陸上 １年１５００ｍ 準優勝

85 増田　莉蔵 マスダ　リク １００ｍ自由形 ２位

86 細越　万梨 ホソゴエ　マリ
①２００ｍバタフライ
②４×１００ｍＦＲ
③４×１００ｍＭＲ

５位
出場
５位

87 原　明里 ハラ　アカリ
①２００ｍ背泳ぎ
②４×１００ｍＦＲ
③４×１００ｍＭＲ

８位
出場
５位

88 鈴木　和花 スズキ　ワカ ①４×１００ｍＦＲ
②４×１００ｍＭＲ

出場
５位

89 原田　真歩 ハラダ　マホ ①４×１００ｍＦＲ
②４×１００ｍＭＲ

出場
５位

90 片桐　果音 カタギリ　カノン ①４×１００ｍＦＲ
②４×１００ｍＭＲ

出場
５位

91 鈴木　柊太 スズキ　シュウタ 団体戦 出場

92 品田　賢晋 シナダ　ケンシン 団体戦 出場

93 髙栁　堅 タカヤナギ　ケン 団体戦 出場

94 和久田　修矢 ワクダ　シュウヤ ２００ｍバタフライ 出場

95 吉良　皓稀 キラ　コウキ ２００ｍ自由形 出場

96 須和部　琢杜 スワベ　タクト ①４００ｍ
②４×１００ｍＲ

３位
７位

97 藤本　悠椰 フジモト　ユウヤ ①４００ｍ
②４×１００ｍＲ

６位
７位

98 内藤　康陽 ナイトウ　ヤスハル ４×１００ｍＲ ７位

99 津ヶ谷　航貴 ツガヤ　コウキ ４×１００ｍＲ ７位

100 亀井　貴生 カメイ　タカオ ４×１００ｍＲ ７位

101 八木　雪乃 ヤギ　ユキノ 砲丸投 出場

102 倉田　海 クラタ　カイ １１０ｍＨ 出場

103 高田　智大 タカダ　トモヒロ ２年１５００ｍ ４位

陸上

13

水泳

笠井

陸上

20 湖東 陸上

都田16

水泳

体操

入野18

積志19

15 北星

柔道

南陽14
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ＮＯ
学校
番号

　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

104 高田　真采 タカダ　サナト 低学年４×１００ｍＲ 出場

105 河合　寧央 カワイ　ネオ 低学年４×１００ｍＲ 出場

106 伊藤　羽海 イトウ　ウミ 低学年４×１００ｍＲ 出場

107 辻村　宇樂 ツジムラ　ウタ 低学年４×１００ｍＲ 出場

108 山本　煌大 ヤマモト　コウタ 低学年４×１００ｍＲ 出場

109 中村　篤弥 ナカムラ　アツヤ 低学年４×１００ｍＲ 出場

110 吉田　竜都 ヨシダ　リュウト ４×１００ｍＭＲ 出場

111 市川　空 イチカワ　ソラ ４×１００ｍＭＲ 出場

112 鮎澤　桂矢 アイザワ　ケイヤ ４×１００ｍＭＲ 出場

113 島野　陽葵 シマノ　ハルキ ４×１００ｍＭＲ 出場

114 松本　莉歩 マツモト　リホ ①団体戦
②個人戦 出場

115 倉田　七海 クラタ　ナナミ ①団体戦
②個人戦 出場

116 古橋　明日海 フルハシ　アスミ 団体戦 出場

117 田中　希來 タナカ　キラ 団体戦 出場

118 南雲　梨々花 ナグモ　リリカ 団体戦 出場

119 竹中　千陽 タケナカ　チハル 団体戦 出場

120 鈴木　日菜多 スズキ　ヒナタ 団体戦 出場

121 平井　すみれ ヒライ　スミレ 団体戦 出場

122 服部　鼓士郎 ハットリ　コジロウ 柔道 個人戦 準優勝

123 21 篠原 鈴木　塁智 スズキ　ルイチ 相撲 個人戦 出場

124 杉浦　佑周 スギウラ　ユウシュウ 棒高跳 出場

125 稲垣　友希 イナガキ　ユキ 低学年４×１００ｍＲ 出場

126 中村　心結 ナカムラ　ミユウ 低学年４×１００ｍＲ 出場

127 榊原　心美 サカキバラ　ココミ 1年１００ｍ
低学年４×１００ｍＲ

準優勝
出場

128 野澤　彩美 ノザワ　アミ 低学年４×１００ｍＲ 出場

129 望月　茜 モチヅキ　アカネ 低学年４×１００ｍＲ 出場

130 庄子　琉寧 ショウジ　ルネ 低学年４×１００ｍＲ 出場

131 岡田　裕司 オカダ　ユウジ 水泳 １００ｍバタフライ 優勝

132 仲西　珊瑚 ナカニシ　サンゴ 剣道 個人戦 出場

133 田中　友介 タナカ　ユウスケ 個人戦 ベスト８

134 飯田　叶輝 イイダ　トキ 個人戦 ベスト８

135 鬼頭　尚士 キトウ　ナオト 団体戦 出場

136 井村　颯 イムラ　ハヤト 団体戦 出場

137 髙栁　恭平 タカヤナギ　キョウヘイ 団体戦 出場

138 平野　鴻太 ヒラノ　コウタ 団体戦 出場

丸塚

柔道

20 湖東

陸上

水泳

23 高台

22

陸上

ソフトテニス

ソフトテニス
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ＮＯ
学校
番号

　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

139 西田　瑛都 ニシダ　エイト 団体戦 出場

140 岡本　涼兵 オカモト　リョウヘイ 団体戦 出場

141 松村　龍弥 マツムラ　タツヤ 団体戦 出場

142 平出　桂大 ヒラデ　ケイタ 団体戦 出場

143 長谷川　理子 ハセガワ　リコ 卓球 個人戦 出場

144 森　ほのか モリ　ホノカ 陸上 走高跳 出場

145 山崎　萌音 ヤマザキ　モノン 水泳 ①１００ｍバタフライ
②２００ｍバタフライ

２位
棄権

146 鈴木　琉平 スズキ　リュウヘイ 団体戦 出場

147 中村　公紀 ナカムラ　コウキ 団体戦 出場

148 吉岡　琉翔 ヨシオカ　リュウト 団体戦 出場

149 石塚　拓真 イシヅカ　タクマ 団体戦 出場

150 八木　啓太 ヤギ　ケイタ 団体戦 出場

151 山田　英人 ヤマダ　エイト 団体戦 出場

152 工藤　雅貴 クドウ　マサタカ 団体戦 出場

153 中村　太洋 ナカムラ　タイヨウ 団体戦 出場

154 宮本　駿平 ミヤモト　シュンペイ 団体戦 出場

155 渥美　修 アツミ　シュウ 団体戦 出場

156 桔川　将汰 キッカワ　ショウタ 団体戦 出場

157 髙橋　歴 タカハシ　レキ 団体戦 出場

158 藤岡　広樹 フジオカ　ヒロキ 陸上 砲丸投 ８位

159 25 江南 土屋　仁 ツチヤ　ジン 陸上 ３年１００ｍ 出場

160 27 中郡 鈴木　振一郎 スズキ　シンイチロウ 陸上 ８００ｍ 出場

161 28 三方原 村瀬　にこ ムラセ　ニコ 陸上 砲丸投 優勝

162 島津　萌乃花 シマヅ　ホノカ 個人戦 出場

163 外山　煌羅 トヤマ　キララ 個人戦 出場

164 三木　航平 ミキ　コウヘイ ２００ｍ背泳ぎ 準優勝

165 山口　晏空 ヤマグチ　アクア ４×１００ＭＲ
４×１００FＲ 出場

166 山﨑　奏楽 ヤマザキ　ソラ ４×１００ＭＲ
４×１００FＲ 出場

167 平山　貴統 ヒラヤマ　タケル ４×１００ＭＲ 出場

168 石田　健 イシダ　タケル ４×１００ＭＲ 出場

169 安逹　勇翔 アダチ　ハヤト 水泳 ４×１００FR 出場

170 中野　源大 ナカノ　ゲンタ 水泳 ４×１００FR 出場

171 松澤　賢 マツザワ　ケン 陸上 ２００ｍ 準優勝

172 32 可美 髙栁　利名 タカヤナギ　リナ 剣道 個人戦 出場

173 34 舞阪 足立　琴果 アダチ　コトカ 卓球 団体戦 ベスト８

バレーボール24 庄内

水泳

ソフトテニス

23

31 富塚

東陽29

高台

ソフトテニス

11
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学校
番号

　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

174 小楠　梨菜 オグス　リナ 団体戦 ベスト８

175 土屋　茜 ツチヤ　アカネ 団体戦 ベスト８

176 鈴木　心優 スズキ　ミユ 団体戦 ベスト８

177 鈴木　茜 スズキ　アカネ 団体戦 ベスト８

178 森藤　まこ モリフジ　マコ ①個人戦
②団体戦

出場
ベスト８

179 山下　この実 ヤマシタ　コノミ 団体戦 ベスト８

180 鈴木　葵子 スズキ　キコ 団体戦 ベスト８

181 フロレス　アリエ フロレス　アリエ 陸上 ２００ｍ ３位

182 中村　壮志 ナカムラ　タケシ ４００ｍＭ 出場

183 大江　佑花 オオエ　ユカ ４００ｍ自 ５位

184 縣　瑠奈 アガタ　ルナ 女子低学年４×１００ｍＲ 出場

185 芥川　凜 アクタガワ　リン 女子低学年４×１００ｍＲ 出場

186 嶌　利里香 シマ　リリカ 女子低学年４×１００ｍＲ 出場

187 東　真緋 アズマ　マヒロ 女子低学年４×１００ｍＲ 出場

188 太田　幸実 オオタ　サイミ 女子低学年４×１００ｍＲ 出場

189 鈴木　瑚菜 スズキ　コナ 女子低学年４×１００ｍＲ 出場

190 竹内　咲人 タケウチ　サクト 個人戦 出場

191 伊藤　楓真 イトウ　フウマ 個人戦 出場

192 甲斐　誠二郎 カイ　セイジロウ 陸上 走幅跳 ６位

193 関谷　和毅 セキヤ　カズキ 団体戦 出場

194 濱渕　凌 ハマブチ　リョウ 団体戦 出場

195 小峠　敦 コトウゲ　アツシ 団体戦 出場

196 神門　煌希 ゴウド　コウキ 団体戦 出場

197 河合　崇浩 カワイ　タカヒロ 団体戦 出場

198 松本　篤貴 マツモト　アツキ 団体戦 出場

199 相羽　樹 アイバ　イツキ 団体戦 出場

200 鈴木　翔 スズキ　ショウ 団体戦 出場

201 青島　康博 アオシマ　ヤスヒロ 団体戦 ５位

202 田代　和矢 タシロ　カズヤ 団体戦 ５位

203 伊藤　琢真 イトウ　タクマ 団体戦 ５位

204 松山　昂矢 マツヤマ　コウヤ 団体戦 ５位

205 佐々木　陸 ササキ　リク 団体戦 ５位

206 杉本　清将 スギモト　キヨマサ 団体戦 ５位

207 ケン・ブライシル ケン・ブライシル 団体戦 ５位

208 瀧山　楓太 タキヤマ　フウタ 団体戦 ５位

卓球

ソフトテニス

陸上

水泳

卓球

35 雄踏

34 舞阪

浜名

バレーボール

36
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番号

　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

209 西村　悠汰 ニシムラ　ユウタ 団体戦 ５位

210 竹内　一喜 タケウチ　カズキ 団体戦 ５位

211 髙橋　咲汰郎 タカハシ　サクタロウ 団体戦 ５位

212 野末　湧太 ノズエ　ユウタ 団体戦 ５位

213 大屋敷　涼 オオヤシキ　リョウ 団体戦 ５位

214 竹内　凰真 タケウチ　フウマ 団体戦 ５位

215 杉浦　蒼太 スギウラ　ソウタ ２年１５００ｍ ６位

216 伊藤　浩弥 イトウ　ヒロヤ 共通８００ｍ 出場

217 森川　皓喜 モリカワ　コウキ ①２年１００ｍ
②４×１００ｍＲ

優勝
４位

218 藤原　一成 フジワラ　イッセイ ①１１０ｍＨ
②４×１００ｍＲ

出場
４位

219 中道　大貴 ナカミチ　ダイキ ①４００ｍ
②４×１００ｍＲ

出場
４位

220 山下　然 ヤマシタ　ゼン ①走幅跳
②４×１００ｍＲ

出場
４位

221 伊藤　遼河 イトウ　リョウガ ４×１００ｍＲ ４位

222 皆木　琴 ミナキ　コト 走幅跳 ８位

223 渡邉　園子 ワタナベ　ソノコ 走高跳 出場

224 鈴木　しえる スズキ　シエル １年８００ｍ ４位

225 下玉利　那美 シモタマリ　ナミ 共通１５００ｍ 出場

226 杉森　心音 スギモリ　ココネ 共通１５００ｍ 準優勝

227 中安　諒 ナカヤス　リョウ 団体戦 ベスト８

228 倉橋　怜哉 クラハシ　レイヤ 団体戦 ベスト８

229 佐藤　駿 サトウ　シュン 団体戦 ベスト８

230 影山　瑞樹 カゲヤマ　ミズキ 団体戦 ベスト８

231 久野　渚羽 クノ　ショウ 団体戦 ベスト８

232 村木　佑多 ムラキ　ユウタ 団体戦 ベスト８

233 玉木　明寧 タマキ　アカネ 個人戦 出場

234 小玉　果怜 コダマ　カレン 個人戦 出場

235 木下　香恋 キシタ　カレン 団体戦 出場

236 河合　日和 カワイ　ヒヨリ 団体戦 出場

237 平田　桃那 ヒラタ　モモナ 団体戦 出場

238 山根　美有 ヤマネ　ミウ 団体戦 出場

239 田中　緋麗 タナカ　ヒヨリ 団体戦 出場

240 髙林　真央 タカバヤシ　マオ 団体戦 出場

241 早川　彩月 ハヤカワ　アムル 団体戦 出場

242 井口　豪琉 イグチ　タケル 個人戦 ベスト８

243 中山　龍一 ナカヤマ　リュウイチ 個人戦 出場

陸上

卓球

ソフトテニス

浜名 バレーボール

剣道

柔道

37 北浜

36
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ＮＯ
学校
番号

　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

244 37 北浜 太田　美紀 オオタ　ミキ 柔道 個人戦 出場

245 鈴木　音羽 スズキ　オトハ ２年１００ｍ ５位

246 木下　楓雅 キシタ　フウガ １１０ｍH 出場

247 河合　晃羽 カワイ　アキハ 団体戦 ３位

248 松浦　都子 マツウラ　トコ 団体戦 ３位

249 岩崎　胡桃 イワサキ　クルミ ①個人戦
②団体戦

出場
３位

250 櫻井　涼 サクライ　スズ ①個人戦
②団体戦

出場
３位

251 宮下　姫菜野 ミヤシタ　ヒナノ 団体戦 ３位

252 槇林　六花 マキバヤシ　ロッカ 団体戦 ３位

253 田畑　蘭 タバタ　ラン 団体戦 ３位

254 石川　夏海 イシカワ　ナミ 団体戦 ３位

255 祁答院　琉 ケドウイン　リュウ 剣道 個人戦 ３位

256 村松　鉱輔 ムラマツ　コウスケ 柔道 個人戦 ベスト８

257 村松　晃成 ムラマツ　コウセイ 陸上 走幅跳 ３位

258 鎌倉　可名愛 カマクラ　カナエ 団体戦 出場

259 木田　陽菜 キダ　ハルナ 団体戦 出場

260 川合　真桜 カワイ　マオ ①個人戦
②団体戦 出場

261 鈴木　菜月 スズキ　ナツキ 団体戦 出場

262 鈴木　香怜 スズキ　カレン 団体戦 出場

263 中谷　葵 ナカヤ　アオイ 団体戦 出場

264 川嶋　優奈 カワシマ　ユナ 団体戦 出場

265 鈴木　麗於奈 スズキ　レオナ 団体戦 出場

266 澁井　舞香 シブイ　マイカ ①走幅跳
②４×１００ｍＲ

７位
出場

267 伊藤　咲歩 イトウ　サホ ４×１００ｍＲ 出場

268 佐野　ひなた サノ　ヒナタ ４×１００ｍＲ 出場

269 杉浦　綾香 スギウラ　アヤカ ４×１００ｍＲ 出場

270 加藤　瑚鞠 カトウ　コマリ ４×１００ｍＲ 出場

271 森下　聖那 モリシタ　セナ ４×１００ｍＲ 出場

272 細川　航希 ホソカワ　コウキ 団体戦 ベスト８

273 藤森　玄 フジモリ　ゲン 団体戦 ベスト８

274 藤江　宥心 フジエ　ユウシン 個人戦
団体戦

ベスト８
ベスト８

275 山内　煌士 ヤマウチ　コウシ 団体戦 ベスト８

276 松本　煌河　 マツモト　コウガ 個人戦
団体戦

出場
ベスト８

277 足立　雅起 アダチ　マサキ 団体戦 ベスト８

278 永井　伶門 ナガイ　レイト 団体戦 ベスト８

40 北浜東部

剣道

39

浜北北部

卓球

陸上

ソフトテニス

陸上

麁玉

38
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ＮＯ
学校
番号

　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

279 40 北浜東部 袴田　彩郁 ハカマタ　アヤカ 柔道 個人戦 ３位

280 嶺田　蓮 ミネタ　レン 陸上 砲丸投 出場

281 加藤　陽菜 カトウ　ヒナ 陸上 １００ｍH 出場

282 43 春野 市川　昊 イチカワ　ソラ 陸上 棒高跳 出場

283 今泉　颯 イマイズミ　ソウ 個人戦 出場

284 今泉　和 イマイズミ　ナゴミ 個人戦 出場

285 鈴木　友輝 スズキ　ユウキ 柔道 個人戦 出場

286 山内　湧暉 ヤマウチ　ユウキ 砲丸投 出場

287 安井　友真理 ヤスイ　ユマリ ８００ｍ 出場

288 永井　愛琉奈 ナガイ　アルナ 柔道 個人戦 優勝

289 夏目　彩夢奈 ナツメ　アユナ 柔道 個人戦 出場

290 沼津　奏多 ヌマヅ　カナタ 団体戦 出場

291 鈴木　希来 スズキ　キラ 団体戦 出場

292 中村　郁美 ナカムラ　イクミ 団体戦 出場

293 河合　蒔穂 カワイ　マホ 団体戦 出場

294 河合　結希 カワイ　ユキ 団体戦 出場

295 外山　華穂 トヤマ　カホ 団体戦 出場

296 山本　朝陽 ヤマモト　アサヒ 団体戦 出場

297 奥村　真三 オクムラ　マミ 団体戦 出場

298 横井　彩花 ヨコイ　アヤカ 団体戦 出場

299 外山　美貴 トヤマ　ミキ 団体戦 出場

300 清水　陽葵 シミズ　ヒマリ 団体戦 出場

301 横井　ゆう菜 ヨコイ　ユウナ 団体戦 出場

302 清水　悠那 シミズ　ハルナ 団体戦 出場

303 中尾　遥音 ナカオ　ハルネ 団体戦 出場

304 鈴木　寿音 スズキ　ヒサネ 団体戦 出場

305 大野　ひかり オオノ　ヒカリ 団体戦 出場

306 藤井　咲花 フジイ　サキカ 団体戦 出場

307 加藤　優月 カトウ　ユヅキ 団体戦 出場

308 藤田　夏鈴 フジタ　カリン 団体戦 出場

309 渥美　夏蓮 アツミ　カレン 団体戦 出場

310 小林　明日美 コバヤシ　アスミ 団体戦 出場

311 渡邊　結美 ワタナベ　ユミ 団体戦 出場

312 大橋　璃乃 オオハシ　リノ 団体戦 出場

313 曽根　響子 ソネ　キョウコ 団体戦 出場

引佐南部

42 光が丘

49

48 細江

卓球

陸上

51 三ヶ日

バレーボール

剣道

剣道西高中
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ＮＯ
学校
番号

　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

314 松本　花凛 マツモト　カリン 団体戦 出場

315 宮地　詩亜 ミヤジ　トア 団体戦 出場

316 柴田　大輝 シバタ　ダイキ
①５０ｍ自

②４×１００ｍＦＲ
③４×１００ｍＭＲ

４位
出場
出場

317 蛯原　東丸 エビハラ　ヒデマル ①４×１００ｍＦＲ
②４×１００ｍＭＲ 出場

318 村山　嘉唯吏 ムラヤマ　カイリ ①４×１００ｍＦＲ
②４×１００ｍＭＲ 出場

319 鈴木　凰生 スズキ　コウキ
①１００ｍ自

②４×１００ｍＦＲ
③４×１００ｍＭＲ

出場

320 犬塚　悠弥 イヌヅカ　ユウヤ ①４×１００ｍＦＲ
②４×１００ｍＭＲ 出場

321 鈴木　海音 スズキ　カイト ①４×１００ｍＦＲ
②４×１００ｍＭＲ 出場

322 山田　茅帆 ヤマダ　チホ
①５０ｍ自

②４×１００ｍＦＲ
③４×１００ｍＭＲ

２位
優勝
２位

323 鈴木　杏奈 スズキ　アンナ ①４×１００ｍＦＲ
②４×１００ｍＭＲ

優勝
２位

324 秋山　紗希 アキヤマ　サキ
①２００ｍ自

②４×１００ｍＦＲ
③４×１００ｍＭＲ

５位
優勝
２位

325 尾上　夏野 オノウエ　ナノ
①２００ｍ平

②４×１００ｍＦＲ
③４×１００ｍＭＲ

出場
優勝
２位

326 菊池　布佐子 キクチ　フサコ ①４×１００ｍＦＲ
②４×１００ｍＭＲ

優勝
２位

327 廣橋　侑花 ヒロハシ　ユカ ①４×１００ｍＦＲ
②４×１００ｍＭＲ

優勝
２位

328 辻本　桜寿 ツジモト　オウジュ ２年男子１５００ｍ 準優勝

329 山内　真潤 ヤマウチ　マヒロ 共通３０００ｍ ７位

330 若林　藍那 ワカバヤシ　ランナ １年女子８００ｍ 出場

331 安田　百亜 ヤスダ　モア 団体戦 出場

332 萩原　加奈 ハギワラ　カナ 団体戦 出場

333 小幡　夕夏 オバタ　ユウカ 団体戦 出場

334 内山　弥美 ウチヤマ　ミミ 団体戦 出場

335 嶋野　菜々美 シマノ　ナナミ 団体戦 出場

336 宮田　莉瑚 ミヤタ　リコ 団体戦 出場

337 有海　真緒 アリウミ　マオ 団体戦 出場

338 松下　えりな マツシタ　エリナ 団体戦 出場

339 三好　柚芭 ミヨシ　ユズハ 団体戦 出場

340 鈴木　観月 スズキ　ミヅキ 団体戦 出場

341 和泉　利來 イズミ　トコ 団体戦 出場

342 楠田　愛莉 クスダ　アイリ 団体戦 出場

343 渡邊　妃芽莉 ワタナベ　ヒメリ 団体戦 出場

344 杉山　実子 スミヤマ　ミコ 団体戦 出場

345 山本　さくら ヤマモト　サクラ 団体戦 出場

346 奥宮　翔太 オクミヤ　ショウタ 団体戦 ３位

347 上杉　亮雅 ウエスギ　リョウガ 団体戦 ３位

348 清水　柊多 シミズ　シュウタ 団体戦 ３位

西高中

バスケットボール

開誠館

陸上

水泳

剣道
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ＮＯ
学校
番号

　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

349 佐々木　涼翔 ササキ　リョウガ 団体戦 ３位

350 松土　夢生 マツド　イブキ 団体戦 ３位

351 三輪　玲也 ミワ　レイヤ 団体戦 ３位

352 山本　勲和 ヤマモト　イサト 団体戦 ３位

353 鈴木　楓大 スズキ　フウタ 団体戦 ３位

354 尾崎　惠吾 オザキ　ケイゴ 団体戦 ３位

355 杉浦　丈琉 スギウラ　タケル 団体戦 ３位

356 太田　空良 オオタ　ソラ 団体戦 ３位

357 長谷川　慎之介 ハセガワ　シンノスケ 団体戦 ３位

358 木村　郁斗 キムラ　フミト 団体戦 ３位

359 伊藤　萌斗 イトウ　モエト 団体戦 ３位

360 川島　純 カワシマ　ジュン 団体戦 ３位

361 松下　歩太 マツシタ　アルタ ３位

362 鈴木　悠聖 スズキ　ユウセイ ３位

363 古山　諒 コヤマ　リョウ ３位

364 太田　眞之祐 オオタ　シンノスケ ３位

365 氏原　渚渡 ウジハラ　ナギト ３位

366 神田　丈一郎 カンダ　ジョウイチロウ ３位

367 牧　優菜 マキ　ユウナ ３位

368 鈴木　諒翔 スズキ　リョウト ３位

369 松山　由信 マツヤマ　ヨシノブ ３位

370 本多　駿 ホンダ　シュン ３位

371 本多　優 ホンダ　ユウ ３位

372 谷口　昂聖 タニグチ　コウセイ ３位

373 大場　颯斗 オオバ　ハヤト ３位

374 室田　大地 ムロタ　ダイチ ３位

375 森　燿大 モリ　ヨウダイ ３位

376 赤尾　健輔 アカオ　ケンスケ ３位

377 鈴木　爽愛 スズキ　ソウア ３位

378 袴田　真央 ハカマタ　マオ ３位

379 小杉　太一 コスギ　タイチ 準優勝

380 鈴木　廉穏 スズキ　レオン 準優勝

381 斉藤　快 サイトウ　カイ 準優勝

382 原田　隼 ハラダ　シュン 準優勝

383 平下　丈慈 ヒラシタ　ジョウジ 準優勝

サッカー

開誠館

バスケットボール

野球
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ＮＯ
学校
番号

　学校名　 生徒氏名 フリガナ 結果競技名

384 柘植　瑛人 ツゲ　エイト 準優勝

385 小野　景士 オノ　ケイシ 準優勝

386 鈴木　悠希 スズキ　ユウキ 準優勝

387 今井　航 イマイ　コウ 準優勝

388 小野　賢人 オノ　ケンシン 準優勝

389 松下　倖大 マツシタ　コウタ 準優勝

390 戸塚　陸 トツカ　リク 準優勝

391 関口　拓海 セキグチ　タクミ 準優勝

392 前田　康尋 マエダ　ヤスヒロ 準優勝

393 三上　奨斗 ミカミ　ショウト 準優勝

394 渡邊　瑠海 ワタナベ　ルカ 準優勝

395 飯尾　優翔 イイオ　マサト 準優勝

396 松野　絋大 マツノ　コウダイ 準優勝

397 志村　幸紀 シムラ　コウキ ①個人戦
②団体戦

①出場
②準優勝

398 岡田　琉生 オカダ　ルイ ①個人戦
②団体戦

①１２位
②準優勝

399 中谷　歩夢 ナカタニ　アユム ①個人戦
②団体戦

①４位
②準優勝

400 齋藤　輝心 サイトウ　キシン ①個人戦
②団体戦

①１３位
②準優勝

401 市江　優大 イチエ　ユウダイ ①個人戦
②団体戦

①出場
②準優勝

402 西田　有輝 ニシダ　トモキ ①個人戦
②団体戦

①出場
②準優勝

403 小林　彪 コバヤシ　ヒョウ ①個人戦
②団体戦

①出場
②準優勝

404 福田　雅子 フクダ　マサコ ①個人戦
②団体戦

①出場
②３位

405 杉山　愛依 スギヤマ　マイ ①個人戦
②団体戦

①出場
②３位

406 山田　夏花 ヤマダ　ナツハ ①個人戦
②団体戦

①８位
②３位

407 山﨑　愛海 ヤマザキ　アミ ①個人戦
②団体戦

①１０位
②３位

408 小林　奈桜 コバヤシ　ナオ ①個人戦
②団体戦

①９位
②３位

409 中西　優奈 ナカニシ　ユウナ ①個人戦
②団体戦

①出場
②３位

410 蟹江　真花 カニエ　マナカ 団体戦 ３位

411 長谷川　陽那子 ハセガワ　ヒナコ 団体戦 ３位

開誠館 サッカー

卓球修学舎
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月 大会等 場所 部等 部数人数 出場者成績（学年）

4 ＭＵＦＧジュニアテニストーナメント2019 愛知 女子テニス部 1 1 女子シングルス　髙田晴菜(1)　出場

第20回高校生のための歌曲コンクール 東京 合唱部 1 1 大石祐希(3)　入選

第103回日本陸上競技選手権大会 福岡 陸上競技部 1 1 女子走り幅跳び　中津川亜月(3)　第９位

令和元年度日韓ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ交流大会 静岡 ソフトボール部 1 22 韓国代表チームと対戦　２－５

Ｕ２０フランス陸上競技選手権大会 フランス 陸上競技部 1 女子走り幅跳び　中津川亜月(3) 出場

第66回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト 東京 放送部 1 17

朗読部門　嘉村夏音(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・制作奨励賞
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

令和元年度全国高等学校
ギター・マンドリン音楽コンクール

大阪 マンドリン部 1 79 優秀賞・イタリア総領事賞（全国第５位相当）

陸上競技部 14

男子走高跳　太田蒼翔(2)第２位
男子5,000m競歩　氏原佑真(3)出場
女子100m内山響香(1)出場
女子200m内山響香(1)出場
女子400mH倉田里菜(3)出場
女子走幅跳中津川亜月(3)第５位
女子三段跳中津川亜月(3)第５位
女子4×100mR出場
女子４×400mR出場

なぎなた部 1 11
団体　出場（予選リーグ１勝１敗）
演技　山下(3)・熊﨑(3)ペア　決勝トーナメント１回戦敗退
吉永(3)松野(3)ペア　出場

男子テニス部 1 2 ダブルス 鈴木朝(3)・石橋(2)ペア　出場

女子テニス部 9
ダブルス 森川(3)・山下(3)ペア　出場
シングルス　山下桜(3)、森川瞳(3)　出場
団体戦　ベスト16（３回戦進出）

ソフトボール部 18 ２回戦進出　１－７ （厚木商高・神奈川）

熊本 水泳部 1 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100m背泳ぎ 廣橋諒人(1)　出場
男子200m背泳ぎ 廣橋諒人(1)  出場
男子200m自由形 髙野裕也(3)第15位
男子400m自由形 髙野裕也(3)出場
女子400m個人メドレー 城井貴布(3)、疋田亜莉菜(2)　出場
女子400mメドレーリレー出場

合唱部 50 合唱部門　出場

放送部 8
アナウンス部門　赤堀実華琉(2)
朗読部門　嘉村夏音(3)
ビデオメッセージ部門　出場

第13回女子Ｕ19ワールドカップ アメリカ ソフトボール部 1 山下　千世(2)　出場　（女子Ｕ19日本代表） (日本チーム準優勝)

男子テニス部 2
Ｕ16シングルス　石橋　尚之(2)出場
U16ダブルス 石橋　尚之(2)（他校生とのペア）　第３位

女子テニス部 1 Ｕ16ダブルス　髙田晴菜(1) （中学生とのペア）  出場

第７回全国高等学校陸上競技選抜大会 大阪 陸上競技部 6

スプリントトライアスロン　内山響香(1) 第５位
300mH 倉田里菜(3)出場
四段跳び　中津川亜月(3) 第２位　茶谷百花　出場
スプリントトライアスロン　蒲生芙鈴(1)出場
四種競技　佐藤莉子(2) 第10位

9 第74回国民体育大会 茨城 水泳部 3
少年男子　400m自由形　髙野裕也(3) 第３位
　　　　　　　背泳ぎ 廣橋諒人(1)　出場
少年女子　400ｍ個人メドレー 城井貴布(3) 第７位

女子テニス部 1 少年女子　山下　桜(3)  ※出場予定

バスケットボール部 1 2 少年女子　花田明音(2)　萩原羽海(1)　※出場予定

陸上競技部 7

少年共通　男子走り高跳び　太田蒼翔(2)
少年女子　100m 内山響香(1)
女子400mR  内山響香(1) 蒲生芙鈴(1)
女子400mH　倉田里奈(3)
女子走り幅跳び・三段跳び　中津川亜月(3)　※出場予定

合計 10 271
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令和元年度浜松市立高等学校の部活動の状況について

大阪

6

7

全日本ジュニア選手権'19

第74回国民体育大会 茨城

沖縄

宮崎

令和元年度全国高等学校総合体育大会

第43回全国高等学校総合文化祭 佐賀

（４～９月　全国大会出場実績及び出場生徒数）
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