
結　果

河野洋幸 愛知県マスターズ陸上　（41～45歳の部） 60ｍ 5/7 第２位

外山　修 愛知県マスターズ陸上　（71～75歳の部） 60ｍ ・ 砲丸投げ ・ やり投げ ・ 重量投げ 5/7 優　勝

愛知県中学校総合体育大会 7/27.28 第２位

東海中学校総合体育大会 8/10 出　場

全国中学校体育大会 8/19～22 出　場

愛知県中学校総合体育大会 7/27.28 第４位

東海中学校総合体育大会 8/10 出　場

愛知県中学校総合体育大会 7/27.28 第４位

東海中学校総合体育大会 8/10 出　場

矢田小学校 全日本少年少女武道錬成大会 7/22.23 第３位

西尾市 第69回愛知県青年体育大会　　　　　 男子　団体 8/27 第３位

愛知県中学校総合体育大会 7/29 優　勝

東海中学校総合体育大会 8/8.9 出　場

第47回全国中学校剣道大会 8/18～20 出　場

愛知県中学校総合体育大会 7/29 ベスト８

東海中学校総合体育大会 8/8.9 出　場

愛知県中学校総合体育大会 7/29 ベスト８

東海中学校総合体育大会 8/8.9 出　場

愛知県中学校総合体育大会 7/29 優　勝

東海中学校総合体育大会 8/8.9 第３位

第47回全国中学校剣道大会 8/18～20 出　場

愛知県中学校総合体育大会 7/29 第２位

東海中学校総合体育大会 8/8.9 出　場
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愛知県中学校総合体育大会 7/29 第３位

東海中学校総合体育大会 8/8.9 出　場

愛知県中学校総合体育大会 7/29 第３位

愛知県中学校総合体育大会 8/8.9 出　場

大本偉久ほか９名  愛知県チーム 日本スポーツマスターズ2017 9/16.17 優　勝

吉田健二 第30回全国ラージーボール卓球大会 男子　シングルス50Ａの部 6/29～7/2 優　勝

黒坂初枝 第30回全国ラージーボール卓球大会 女子　シングルス60Ａの部 6/29～7/2 第３位

平田俊雄 第69回中部日本卓球選手権大会 男子　ハイシックスの部 7/15～17 優　勝

愛知県中学校総合体育大会 7/30 第３位

東海中学校総合体育大会 8/10 ベスト１６

全国中学校体育大会 8/22～25 出　場

西尾秋桜 第25回東海家庭婦人いそじバレーボール大会 県大会予選会 8/19
コート
優　勝

第42回愛知県壮年ソフトボール選手権大会 5/7.14 第２位

第33回東海地域壮年ソフトボール大会 6/11 優　勝

第22回愛知県エルダーソフトボール大会 5/21 優　勝

第17回日本スポーツマスターズ2017　 愛知県予選 7/9 優　勝

第11回愛知県エルデストソフトボール大会 9/3 優　勝

中部スターズ 第61回中日本総合男子選手権大会　 小学生の部 8/5.6 第３位

ＪＡＰＡＮ 第32回県理事長杯争奪大会 9/24.25 第３位

バタフライ50ｍ　・　100ｍ　・　200ｍ 優　勝

自由形　100ｍ 第２位

東海高等学校総合体育大会 7/21～23 優　勝

世界ジュニア水泳選手権大会 8/23～28 第４位

優　勝

第２位

全国高等学校総合体育大会 自由形　1500ｍ 8/17～20 出　場
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菊池逸平 JSCA東海ブロック長水路水泳競技大会 平泳ぎ　50ｍ 5/3.4.5 第３位

JSCA東海ブロック長水路水泳競技大会 5/3.4.5 第３位

愛知県スプリント選手権大会　 9/3 第２位

JSCA東海ブロック長水路水泳競技大会 バタフライ　50ｍ　・　100ｍ 5/3.4.5 第３位

個人メドレー　200ｍ 第２位

個人メドレー　400ｍ 第３位

石川愼之助 ・ 東　克行 ・ 松川俊也 ・ 伊藤浩一 JSCA東海ブロック長水路水泳競技大会 フリーリレー　4×100ｍ 5/3.4.5 第２位

東　克也 ・ 菊池逸平 ・ 石川愼之助 ・ 久慈大翔 JSCA東海ブロック長水路水泳競技大会 メドレーリレー　4×100ｍ 5/3.4.5 第３位

東　克行 愛知県ジュニアオリンピック水泳競技大会 バタフライ　100ｍ 6/11 第２位

伊藤梨彩 ・ 林　彩夢 ・ 木村日南 ・ 布村柚花 愛知県ジュニアオリンピック水泳競技大会 メドレーリレー 6/11 第３位

日比野観月 とびうお杯全国少年少女水泳競技大会 バタフライ　50ｍ　・　100ｍ 8/5.6 出　場

林　彩夢 とびうお杯全国少年少女水泳競技大会 平泳ぎ　50ｍ　・　100ｍ 8/5.6 出　場

本多将英 とびうお杯全国少年少女水泳競技大会 平泳ぎ　50ｍ　・　100ｍ 8/5.6 出　場

足立天漫 とびうお杯全国少年少女水泳競技大会 バタフライ　100ｍ 8/5.6 出　場

木村日南 とびうお杯全国少年少女水泳競技大会 自由形　50ｍ　・　100ｍ 8/5.6 出　場

伊藤梨彩 とびうお杯全国少年少女水泳競技大会 背泳ぎ　50ｍ　・　100ｍ 8/5.6 出　場

大田廉都 とびうお杯全国少年少女水泳競技大会 平泳ぎ　50ｍ　・　100ｍ 8/5.6 出　場

山田健輔 とびうお杯全国少年少女水泳競技大会 背泳ぎ100ｍ ・ バタフライ50ｍ ・ 100ｍ 8/5.6 出　場

石川陽樹 とびうお杯全国少年少女水泳競技大会 バタフライ50ｍ ・ 100ｍ ・ 自由形50ｍ 8/5.6 出　場

藤澤　恵 とびうお杯全国少年少女水泳競技大会 自由形50ｍ ・ 100ｍ ・ バタフライ50ｍ 8/5.6 出　場

杉浦愛姫 とびうお杯全国少年少女水泳競技大会 自由形50ｍ ・ 100ｍ ・ バタフライ50ｍ 8/5.6 出　場

杉浦愉羅 とびうお杯全国少年少女水泳競技大会 平泳ぎ  50ｍ 8/5.6 出　場

谷風有梨 とびうお杯全国少年少女水泳競技大会 バタフライ  50ｍ  ・  100ｍ 8/5.6 出　場

谷風有梨 とびうお杯全国少年少女水泳競技大会 個人メドレー  200ｍ 8/5.6 出　場

フリーリレー  4×100ｍ

メドレーリレー  4×100ｍ
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豊原大貴 愛知県スプリント選手権大会 背泳ぎ  50ｍ 9/3 第３位

自由形  50ｍ

背泳ぎ  50ｍ

愛知県中学校総合体育大会 7/29.30 第８位

東海中学校総合体育大会 8/8 出　場

愛知県中学校総合体育大会 7/29.30 第４位

東海中学校総合体育大会 8/8 出　場

愛知県中学校総合体育大会 7/29.30 第４位

東海中学校総合体育大会 8/8 出　場

第34回全国世代交流ゲートボール 愛知県予選 5/21

文部科学大臣杯第33回全国ゲートボール選手権 愛知県予選 8/19

文部科学大臣杯第33回全国ゲートボール選手権 全国大会 9/23.24

杉浦由季乃 愛知県高等学校総合体育大会　 女子  単独演武 5/27 第２位

愛知県高等学校総合体育大会　 女子  組演武 5/27 第２位

愛知県少林寺拳法大会 一般女子級  拳士の部 6/11 優　勝

早川未空 ・ 橋本莉奈 ・ 山崎直花 ・ 山口鼓桃
山田麻友 ・ 中根香菜 ・ 堀野瑠依 ・ 杉浦由季乃

愛知県高等学校総合体育大会　 女子  団体演武 5/27 優　勝

山崎秀三・杉浦允紀 愛知県少林寺拳法大会 一般男子  組演武 初二段の部 6/11 優　勝

山口鼓桃 ・ 中根香菜 ・ 堀野瑠依
林　夏実 ・ 杉浦由季乃 ・ 山崎直花

愛知県少林寺拳法大会 一般団体の部 6/11 第３位

木村隆昭　 東海4県グラウンド・ゴルフ大会 5/12.13 第４位

岩瀬笑子 東海4県グラウンド・ゴルフ大会 5/12.13 第４位

杉浦悦子 東海4県グラウンド・ゴルフ大会 5/12.13 第５位

小島道栄 東海4県グラウンド・ゴルフ大会 5/12.13 第６位

服部早希子 東海4県グラウンド・ゴルフ大会 5/12.13 第６位

杉浦嘉己 東海4県グラウンド・ゴルフ大会 5/12.13 第６位

高須和弘 第72回国民体育大会 9/16.17 出　場

石川美代子 第72回国民体育大会 9/16.17 出　場

優　勝
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西尾ブレンズ 第27回全日本ドッジボール選手権　全国大会 8/13 ベスト８ドッジボール


