
部活名 大　　　会　　　名 団体の部 備　考

学校対抗 第40回知多地区高等学校総合体育大会 第２位

第72回愛知県高等学校総合体育大会
新体操競技　県大会

男子団体　　　第２位
東海大会出場

第65回東海高等学校総合体育大会新体操 男子団体競技　第３位
平成30年度愛知県新体操選手権大会 少年男子２部

団体競技　　　第３位
平成30年度東海体操競技
新体操選手権大会

男子団体　　　第３位
県大会出場

平成30年度愛知県高等学校新人体育大会
新体操競技

男子団体競技　第２位

シニアの部 優　勝
準優勝
第３位
第５位
第６位
特別賞

個人総合 優　勝 県大会出場
種目別ボール 優　勝
種目別フープ 優　勝
個人総合 第５位
個人総合 第４位
個人総合 優　勝 県大会出場
種目別ボール 優　勝
種目別フープ 優　勝
個人総合 第２位
個人総合 第３位
２年生 第２位
２年生 第３位

第72回愛知県高等学校総合体育大会
剣道競技　知多支部予選会

男子団体　　　第３位
県大会出場

平成30年度愛知県高等学校新人体育大会
剣道競技　知多支部予選会

男子団体　　　第３位
県大会出場

男子個人 第３位 県大会出場

平成30年度愛知県高等学校新人体育大会
剣道競技

男子団体　　　第５位
東海大会出場

男子4✕100MR 第４位 県大会出場
男子やり投げ（800ｇ） 第１位 県大会出場
男子砲丸投げ（6.000ｋｇ） 第１位 県大会出場
男子円盤投げ（1.750kg） 第４位 県大会出場
男子5000M 第１位 県大会出場
男子1500M 第２位 県大会出場
男子5000MW 第２位
男子100M 第３位 県大会出場
男子200M 第４位 県大会出場
男子三段跳 第５位 県大会出場
男子200M 第６位 県大会出場
男子4×400MR 第２位 県大会出場
男子4×100MR 第４位 県大会出場
男子100M 第２位 県大会出場
男子200M 第４位 県大会出場
男子400M 第１位 県大会出場
男子800M 第４位 県大会出場
男子1500M 第２位 県大会出場
男子5000M 第１位 県大会出場
男子走高跳 第２位 県大会出場
男子三段跳 第２位 県大会出場
女子4✕100MR 第３位 県大会出場
女子4✕400MR 第４位 県大会出場
女子100MH 第１位 県大会出場
女子400MH 第１位 県大会出場
女子400M 第２位 県大会出場
女子走幅跳 第１位 県大会出場
女子三段跳 第４位 県大会出場
女子100M 第４位 県大会出場
女子800M 第２位 県大会出場
女子1500M 第２位 県大会出場
女子3000M 第４位 県大会出場
女子砲丸投（4.000kg） 第２位 県大会出場
女子円盤投げ 第２位 県大会出場
女子1500M 第５位 県大会出場
女子3000M 第５位 県大会出場
女子走幅跳 第５位 県大会出場

第72回愛知県高等学校総合体育大会
陸上競技県大会 女子400MH 第４位 東海大会出場

女子4×400MR 第４位 県大会出場
女子4×100MR 第３位 県大会出場
女子100M 第４位 県大会出場
女子200M 第４位 県大会出場
女子200M 第５位 県大会出場
女子400MH 第５位 県大会出場
女子400M 第５位 県大会出場
女子走高跳 第３位 県大会出場
女子800M 第４位 県大会出場
女子1500M 第６位 県大会出場
女子1500M 第２位 県大会出場
女子3000M 第２位 県大会出場
女子三段跳 第３位 県大会出場
女子走幅跳 第５位 県大会出場

陸上競技
( 女子 )

第72回愛知県高等学校総合体育大会
陸上競技　知多支部予選会

女子総合　　　第１位

トラックの部　第２位

平成30年度愛知県高等学校新人体育大会
陸上競技大会　知多支部予選会

女子総合　　　第４位

トラックの部　第３位

平成30年度新体操学年別大会
知多支部

剣　道

陸上競技
( 男子 )

第72回愛知県高等学校総合体育大会
陸上競技　知多支部予選会

男子総合　　　第５位

平成30年度愛知県高等学校新人体育大会
陸上競技大会　知多支部予選会

男子総合　　　第５位

トラックの部　第３位

新体操
( 女子 )

第72回愛知県高等学校総合体育大会
新体操競技　知多支部予選会

団体総合　　　第２位
県大会出場

平成30年度愛知県高等学校新人体育大会
新体操　知多支部予選会

団体競技　　　第２位
県大会出場

平成30年度　部活動活動実績
個人の部

新体操
( 男子 )

平成30年度愛知県新体操男子
徒手選手権



部活名 大　　　会　　　名 団体の部 備　考個人の部
第72回愛知県高等学校総合体育大会
卓球競技　知多支部予選会

学校対抗　　　第３位
県大会出場

男子シングルス 第５位 県大会出場

男子シングルス 第５位 県大会出場
男子シングルス 予選免除 県大会出場

平成30年度愛知県高等学校新人体育大会
卓球競技　知多支部予選会

学校対抗　　　第４位

第72回愛知県高等学校総合体育大会
卓球競技　知多支部予選会

女子シングルス 第９位 県大会出場

第70回中部日本卓球選手権大会　愛知県予選 女子シングルス 予選免除 中部大会出場
平成30年度国民体育大会
卓球競技　知多支部予選 女子シングルス 予選免除 県大会出場

愛知県夏季卓球新人大会 女子シングルス ブロック優勝

第40回愛知県高等学校体育連盟知多支部
卓球選手権大会 女子シングルス 第５位

第58回東海卓球選手権　愛知県予選 女子シングルス 県予選免除 東海大会出場
平成30年度阿久比町卓球協会長杯
冬季卓球大会

女子団体　　　優　勝
阿久比高校A

男子4✕100MﾒﾄﾞﾚｰR 優　勝 県大会出場
男子4✕200MﾒﾄﾚｰR 第２位 県大会出場
男子4✕100MﾌﾘｰR 第３位 県大会出場
男子100Mバタフライ 優　勝 県大会出場
男子400M個人メドレー 優　勝 県大会出場
男子400M自由形 優　勝 県大会出場
男子200M自由形 第２位 県大会出場
男子200M平泳ぎ 第３位 県大会出場
男子1500M自由形 第２位

第４回知多地区高等学校学年別
水泳選手権大会 ２年生の部　男子100M平泳ぎ 優　勝

男子100M自由形 優　勝 県大会出場
男子50M自由形 第２位 県大会出場
男子200M平泳ぎ 第２位 県大会出場
男子400M個人メドレー 第３位 県大会出場
男子4✕100MﾌﾘｰR 県大会出場
女子4✕100MﾒﾄﾞﾚｰR 第３位 県大会出場
女子400M自由形 優　勝 県大会出場
女子200M自由形 第３位 県大会出場
女子100M平泳ぎ 第２位 県大会出場
女子100M平泳ぎ 第４位 県大会出場
女子200M平泳ぎ 第２位 県大会出場
女子800M自由形 優　勝
女子800M自由形 第３位
１年生の部　女子100M平泳ぎ 優　勝
２年生の部　女子100M自由形 優　勝
２年生の部　女子200M自由形 優　勝　
女子200M自由形 優　勝 県大会出場
女子200M個人メドレー 優　勝 県大会出場
女子100M平泳ぎ 第２位 県大会出場
女子200M平泳ぎ 第３位
女子4✕100MﾌﾘｰR 県大会出場
女子4✕100MﾒﾄﾞﾚｰR 県大会出場

平成30年度愛知県高等学校新人体育大会
水泳競技 女子200M自由形 第８位

第72回愛知県高等学校総合体育大会
ハンドボール競技　知多支部予選会

優　勝
県大会出場

平成30年度愛知県高等学校ハンドボール
選手権大会　知多支部予選会

優　勝
県大会出場

第40回知多地区高等学校ハンドボール
選手権大会

優　勝

平成30年度愛知県高等学校新人体育大会
ハンドボール競技　知多支部予選会

優　勝
県大会出場
高校男子の部　　優　勝
高校1年生大会の部　優　勝

ハンドボール
（ 女子 ）

第41回知多地方室内ハンドボール選手権 高校1年生大会の部　準優勝

ハンドボール
( 男子 )

第41回知多地方室内ハンドボール選手権

水　泳
( 女子 )

第72回愛知県高等学校総合体育大会
水泳競技　知多支部予選会

第４回知多地区高等学校学年別
水泳選手権大会

平成30年度愛知県高等学校新人体育大会
知多支部予選会

女子総合　　　優　勝

卓  球
( 女子 )

水　泳
( 男子 )

第72回愛知県高等学校総合体育大会
水泳競技　知多支部予選会

男子総合　　　準優勝

平成30年度愛知県高等学校新人体育大会
知多支部予選会

男子総合　　　第３位

卓  球
( 男子 )

平成30年度国民体育大会
卓球競技　知多支部予選



部活名 大　　　会　　　名 団体の部 備　考個人の部
個人戦ダブルス Aブロック優勝 県大会出場
個人戦ダブルス Bブロック優勝 県大会出場
個人戦シングルス Bブロック優勝 県大会出場
個人戦シングルス Cブロック優勝 県大会出場
個人戦シングルス Aブロック優勝 県大会出場
男子ダブルス 優　勝
男子ダブルス 第５位
男子個人ダブルス Aブロック優勝 県大会出場
男子個人シングルス Aブロック優勝 県大会出場
男子個人シングルス Cブロック優勝 県大会出場

テニス
（ 女子 ）

平成30年度知多地区高等学校
テニス選手権大会 女子シングルス 第５位

第72回愛知県高等学校総合体育大会
弓道競技　知多支部予選会

男子団体
県大会出場

男子個人 第４位 県大会出場

平成30年度愛知県高等学校弓道選抜大会
知多支部予選会

女子団体　　　第２位
県大会出場

女子個人 優　勝 県大会出場

男子60Kg級 第２位 県大会出場
男子60Kg級 第３位 県大会出場

平成30年度愛知県高等学校新人体育大会
柔道競技　知多支部予選会 男子60Kg級 第２位 県大会出場

第72回愛知県高等学校総合体育大会
バドミントン競技　知多・名南支部予選会 女子シングルス ベスト１６ 県大会出場

平成30年度愛知県高等学校新人体育大会
バドミントン競技　知多･名南支部予選会 女子ダブルス ベスト１６ 県大会出場

平成30年度秋季町民バドミントン大会 女子２部 優　勝
バレーボール

( 女子 ）
第71回全日本バレーボール高等学校
選手権大会　知多支部予選会

女子の部　　　第３位

クラリネット四重奏 金　賞 東海大会入賞
サクソフォン四重奏 銀　賞 東海大会入賞

団体　　　　金賞
県大会出場
プライマリー部門　金賞

平成30年度愛知県吹奏楽コンクール
県大会

団体　　　　銀賞

サクソフォン四重奏 金　賞 県大会出場
金管八重奏 金　賞 県大会出場
クラリネット四重奏 金　賞
フルート三重奏 金　賞
サクソフォン四重奏 銀　賞
金管八重奏 銀　賞
サクソフォン　ソロ 金　賞 県大会出場
フルート　ソロ 金　賞
サクソフォン四重奏 銀　賞
サクソフォン　ソロ 銀　賞

理　科 第17回AIサイエンス大賞自然科学部門 努力賞

部活名 大　　　会　　　名 団体の部 備　考
中国地区少年少女空手道選手権大会
第９回MOMOTARO CUP 軽量級 優　勝 全国大会出場権獲得

第17回オープントーナメント
極真サムライ杯秋ノ陣空手選手権大会 高校生男子 優　勝 全国大会出場権獲得

英語科 第26回愛知県高等学校
英語スピーチコンテスト　知多支部予選会 英語弁論 第２位 県大会出場

そ の 他 の 表 彰
個人の部

空　手

平成30年度愛知県アンサンブルコンテスト
愛知県大会

第31回中部日本個人･重奏コンテスト
知多地区大会

第31回中部日本個人･重奏コンテスト
愛知県大会

吹 奏 楽 第30回中部日本個人・重奏コンテスト
本大会（東海）

平成30年度愛知県吹奏楽コンクール
知多地区大会

平成30年度愛知県アンサンブルコンテスト
知多地区大会

弓  道

柔　道 第72回愛知県高等学校総合体育大会
柔道競技　知多支部予選会

バドミントン

（ 女子 ）

テニス
( 男子 )

第72回愛知県高等学校総合体育大会
テニス競技　知多支部予選会

男子団体　　　優　勝
県大会出場

平成30年度知多地区高等学校
テニス選手権大会

男子団体　　　第２位

平成30年度愛知県高等学校新人体育大会
テニス競技　知多支部予選会


