
結　果

外山　修 2018台湾マスターズ陸上競技大会 砲丸投・やり投・ハンマー投 5/5・6

藤井智己（吉良中） 通信陸上競技大会 800ｍ 7/21.22

林　愛望（鶴城中) 東海中学校総合体育大会 女子　1500ｍ 8/9

杉浦隆喜・岡田湊太・浦口泰陽・寺本壮太（鶴城中） 東海中学校総合体育大会 低学年男子　４×100ｍリレー 8/9

愛知県中学校総合体育大会 7/30.31 第２位

東海中学校総合体育大会 8/9 第８位

愛知県中学校総合体育大会 7/30.31 優　勝

東海中学校総合体育大会 8/9 第４位

中学校総合体育大会　全国大会　　 8/18～21 出　場

小笠原早矢楓（安城学園） 全国高等学校体育連盟総合体育大会2018 走高跳 8/3 第２位

稲垣正彦 M60　100ｍH 第６位

外山　修　 M70　砲丸投 第３位

磯貝剛基 M45　棒高跳　 第２位

M25　棒高跳
優　勝

日本新記録

M25　立五段跳 第２位

金田純也 M30　立五段跳
優　勝

日本新記録

河野洋幸 M45　三段跳 第５位

優　勝

出　場

平成30年度　上半期（４月～９月）　

活　躍　選　手

競　　技 選　手　・　チ　ー　ム　名 大　　会　　名 種　　　目 開催日

9/22～24

坂田朋花（平坂中） １年女子　800ｍ

第39回全日本マスターズ陸上競技選手権　鳥取大会

陸上

一ノ瀬航

800ｍ藤井智己（吉良中）



結　果

杉浦成海（寺津小・岡崎葵ボーイズ） 読売杯第33回中日本大会 5/6 第２位

小林愛海 （平坂中）

谷あかり （平坂中）

藤井亜子 （一色中）

伊佐治竜紀（室場小・岡崎葵ボーイズ） 第49回日本少年野球選手権大会 8/2～ ベスト８

幡豆中学校 中日本軟式野球大会 8/3～7 第２位

杉浦成海（寺津小・岡崎葵ボーイズ） 神宮奉納第27回三重大会 8/19 優　勝

杉浦陽乃 （米津小・オール愛知ガールズ） 全日本女子学童軟式野球大会 .8/8～8/13 ベスト８

杉浦成海（寺津小・岡崎葵ボーイズ） 愛知県東支部大会秋季大会 9/16 優　勝

寺島莞太 第35回愛知県少年剣道選手権 小学5年　男子の部 6/3 第３位

福間隆二 第60回全国教職員剣道大会 8/3

半田　諒青（東部中） 東海中学校総合体育大会 男子　個人戦 8/6.7

西尾中学校 東海中学校総合体育大会 女子　団体戦 8/6.7

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 8/6.7

全国中学校剣道大会 8/22～24

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 8/6.7 第３位

全国中学校剣道大会 .8/22～24 出　場

出　場

競　　技 選　手　・　チ　ー　ム　名 大　　会　　名 種　　　目 開催日

剣道

野球

全日本中学女子軟式野球大会 7/27～8/1 ベスト４

出　場

平坂中学校

女子　団体戦

男子　団体戦



結　果

東海中学校総合体育大会 男子　団体戦 8/6.7 出　場

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 8/6.7 ベスト16

黒部今美 第23回シニア全日本葵大会 個人戦 5/8～9 １部３位

髙畑・鳥居俊文ペア 個人戦 5/19

鳥居俊文（岡崎城西高校） 団体戦 5/20

片山公三・安藤光基ペア ４５歳　男子 第３位

佐野・平形明美ペア ４５歳　女子 第２位

岩瀬善雄・松本ペア ６５歳　男子

新美・安藤光基ペア ６０歳　男子

片山公三・岸ペア ５５歳　男子 第２位

石川智恵子・加納ペア ５０歳　女子 第３位

鳥居俊文（岡崎城西高校） 団体戦

髙畑・鳥居俊文ペア（岡崎城西高校）

角谷英志・大館ペア（愛知県産業大学三河高等高校）

黒坂初枝

堀田祐雄

愛知県中学生弓道錬成大会 4/30 第３位

全国少年少女武道錬成大会 .7/16 出　場

競　　技 選　手　・　チ　ー　ム　名 大　　会　　名 種　　　目 開催日

剣道

弓道

第５０回東海選手権

女子　団体戦

7/1

女子　団体戦

第３位

優　勝

第３位

出　場

第２２回東海シニア選手権

東部中学校

ソフトテニス

卓球

第７２回愛知県高等学校総合体育大会

6/3

全日本ラージボール卓球選手権大会 ミックスダブルス

7/30～8/6

個人戦

全国高等学校体育連盟総合体育大会2018

6/22～24

東部中学校



結　果

愛知県中学校総合体育大会 7/29 優　勝

ジュニアオリンピック 8/１８～１９ 第２位

山下望叶（一色中） 女子　63ｋｇ級

岡田彩花（一色中） 女子　70ｋｇ級

吉良赤馬クラブ 第43回愛知県壮年ソフトボール選手権大会　西三河予選 一般男子 4/8 第２位

一色中学校 第４２回西三河中学生女子ソフトボール春季大会　西三河予選 中学生 5/4.5

ウイン 第４６回一般男子西三河大会兼都市対抗西三河予選 一般男子 5/6.20

Ｋ・Ｉ・Ｔ′ｓ 第23回愛知県エルダーソフトボール大会 5/20 第２位

吉良赤馬クラブ 第33回全日本壮年ソフトボール大会　西三河予選 一般男子 5/27 優　勝

ＪＡＰＡＮ 第１５回全日本一般男子ソフトボール大会　愛知県予選 一般男子 6/3.10 第３位

中部スターズ 第２位

東部ジュニア

一色中学校 平成３０年度西三河中学校ソフトボール選手権大会 中学生 7/24～26

Ｋ・Ｉ・Ｔ′ｓ 第３５回県理事長杯レディースソフトボール大会　西三河予選 女子 7/29

小林洸太（米津小・桜井スポーツ少年団） 第32回全日本小学生ソフトボール大会 小学生 8/3～7 ベスト16

どんぐり 愛知県スポーツ・レクリエションフェスティバル2018　西三河予選 女子 9/2

東部ジュニア

南部セレクト

第３位

第３位

第３位

弓道

競　　技 選　手　・　チ　ー　ム　名 大　　会　　名 種　　　目 開催日

ソフトボール 第４８回愛知県小学生男子ソフトボール大会　西三河予選

第26回愛知県小学生男子新人大会　西三河予選

愛知県大会 7/31

7/14.15

9/8.9小学生

柔道

女子　個人戦矢藤仁菜（東部中）

第３位

小学生



結　果

第94回日本選手権水泳競技大会 バタフライ　50ｍ　・　100ｍ 4/3～8

バタフライ　50ｍ

バタフライ　100ｍ 第６位

林　彩夢 とびうお杯　第３３回全国少年少女水泳競技大会 Br　100ｍ 8/4.5 第８位

山崎　萌

木村日南

杉浦愉羅

杉浦愛姫

犬塚　瞳

下野坊百花

遠藤　花

市野笑獅

伊藤梨彩（米津小）

宗政理紗

Fr　400ｍ 第7位

Fr　1500ｍ 第4位

Fly　100ｍ 優　勝

Fly　200ｍ 第3位

本多陽咲・伊藤柚梨果・谷風佑香・谷風有梨（鶴城中） 東海中学校総合体育大会 女子　４×100ｍリレー 8/10 出　場

種　　　目 開催日

水泳

石川愼之助（中京大中京高校）

久慈大翔（中京大中京高校）

石川愼之助（中京大中京高校）

7/17～20

競　　技 選　手　・　チ　ー　ム　名 大　　会　　名

5/24～27

出　場

ジャパンオープン2018

とびうお杯　第３３回全国少年少女水泳競技大会 8/4.5

出　場

東海高校



結　果

久慈大翔（中京大中京高校） 自由形　400m　・　1500ｍ 出　場

バタフライ　100ｍ　・　200ｍ

国民体育大会 Fly　200ｍ 9/15～17

こぶしの花 出　場

第３位

第35回全国世代交流ゲートボール大会 7/14.15

第３４回全日本ゲートボール選手権　愛知県大会 8/18

ローズ 出　場

山内啓生（鶴城小・西尾ジュニアA) 第２４回愛知県小学生バドミントン大会 男子団体　一部 9/29 第２位

三上らむ（寺津小・吉良道院） 小学生　単独演武緑帯の部 優　勝

加藤亜希子・徳倉英里（吉良道院） 一般女子　マスターズの部 第２位

加藤まりこ・左右田知佳（吉良道院） 一般女子　初段・二段の部

加藤功二（吉良道院） 一般男子　五段以上の部

鶴城丘高校 女子　団体演武

北島留美・山崎晴花（鶴城丘高校） 女子　組演武

児玉　栞（鶴城丘高校） 女子　単独演武 第７位

全日本最強決定戦 4/1 第２位

ドリームフェスティバル2018 6/24 優　勝

競　　技 選　手　・　チ　ー　ム　名 大　　会　　名 種　　　目 開催日

優　勝

第２位

石川愼之助（中京大中京高校）

全国高等学校体育連盟総合体育大会2018

第３４回全日本ゲートボール選手権　 10/27.28

.8/17～20

岡田凌平（東幡豆小・桜塾）

水泳

少林寺拳法

空手

ゲートボール 萬燈組

バドミントン

8/3～5

7/22

全国高等学校体育連盟総合体育大会2018

愛知県少林寺拳法大会

第33回全国選抜ゲートボール大会 5/19～20

出　場

優　勝


