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付属高輪台高等学校 

☆剣道部☆ 
  男子個人：白澤 智也（3年） 

☆陸上競技部☆ 
  男子100ⅿ 西田 昌平（３年）、女子100ⅿ・200ⅿ 三村 香奈実（２年） 
☆柔道部☆ 
  100㎏級 大村 康太（３年）、60㎏級 椙本 光真（３年）、７３㎏級  有馬 雄生（２年） 
☆洋弓部☆ 
  女子団体：富澤 奈央子（３年）、伊藤 萌夏（３年）、石井 茜（２年）、田中 百合（２年） 
  女子個人：富澤 奈央子（３年）、石井 茜（２年）、田中 百合（２年） 
  男子個人：武藤 達朗（３年） 
☆ソフトテニス部☆ 
  男子個人：井上 拓海（３年）、米澤 主真（３年）、山口 巧聖（１年）、中川 凪（１年） 

付属浦安高等学校 

付属静岡翔洋高等学校 

付属相模高等学校 

☆陸上競技部☆ 
  男子100ｍ：村瀬 大輔(3年)、男子110ｍH：天岳 直樹(3年) 
  男子4×400ｍR：河本 直弥（2年）、加地 勇樹(3年）、藤原 寛人（1年）、天岳 直樹(3年) 
☆剣道部☆男子団体 

☆柔道部☆ 
  男子個人： ６０㎏級 山本 蒼良（3年）、 ６６㎏級 池田 健哉（3年）、 
  女子個人： 渋谷 舞（3年）、 百井 優佳（3年）、 澤崎 莉子（3年） 
☆フェンシングﾞ部☆ 
  男子個人フルーレ：杉山 比呂（2年） 男子個人エペ：高橋 拳一（2年） 
☆陸上競技部☆ 
  男子200Ｍ：高木 悠圭（3年） 



☆体操競技部☆ 
  男子個人：浜崎 優（３年）、中山 林太郎（２年） 
  女子個人：石川 真那（３年） 
☆新体操競技部☆ 
  団体：清原 杏子、田中 結(３年）、島田 きらら、松本 佳子（２年）、中嶋 優貴(１年） 
☆アーチェリー部☆ 
  男子団体・個人：戸田 悠登(３年）、田中 裕樹(２年）、戸田 匠紀（１年） 
☆柔道部☆ 
  女子個人：濱本沙耶佳(３年） 
☆ボクシング部☆ 
  バンタム級：河合 杏亮(３年） 
  ライト級：竹見 浩史郎(３年） 
☆少林寺拳法☆ 
  男子自由単独演武：宮崎 桜太(１年） 

付属諏訪高等学校 

付属熊本星翔高等学校 

☆ソフトテニス部☆ 
  女子個人：堀越 玲奈（３年）、横山 葉留香（３年） 
☆バスケットボール部☆ 
  男子団体 
  女子団体 
☆女子バレーボール部☆ 
  女子団体 
☆柔道部☆ 
  男子団体 
  男子個人： ６６ｋｇ級 小野澤 暢大（３年）、 ６０ｋｇ級 鈴木 明日（２年） 
☆少林寺拳法部☆ 
  男子団体 
  男子個人：組演武 野邑 和希（２年）千葉 典胤（２年）、小山 諒（２年）上條 琉聖（２年） 
  女子個人：単独演武 浅沼 葵（１年） 
☆陸上競技部☆ 
  女子団体：4×400ｍＲ 今井 希生（３年）、小林 叶音（３年）、藤岡 緩奈（３年）、小林 舞香（１年） 
  ３０００ｍ障害 関 剛洸（３年）、 ５０００ｍ競歩 小林 亮太（２年）、石井 慎也（３年） 
  ８００ｍ・１５００ｍ 藤岡 緩奈（３年）、 ５０００ｍ競歩 落合 早峰（３年） 
☆体操部☆ 
  桂川 真衣（２年） 



☆柔道部☆ 
  60㎏級 田中 陸 ３年 
☆女子駅伝部☆ 
  3000ｍ・1500ｍ 菅田 雅香 ３年、 1500ｍ 藤岡 花梨 1年 
☆陸上競技部☆ 
  5000ｍ キムンゲ サイモン 3年 
☆女子サッカー部☆ 
  女子団体 
☆女子バスケットボール部☆ 
  女子団体 

付属大阪仰星高等学校 

付属市原望洋高等学校 

付属福岡高等学校 

☆陸上競技部☆ 
  棒高跳 坂井 宏和(２年）、走幅跳 川﨑 海渡(３年) 
☆剣道部☆ 
  男子団体 
  女子個人：村川 緑萌（３年）、綿谷 茜利（２年） 
☆柔道部☆ 
  男子団体 
  男子個人： ６６ｋｇ級 倉部 隆成（３年)、 ７３ｋｇ級 内村 秀資（３年)、 
          ９０ｋｇ級 本原 颯人（２年）、１００ｋｇ超級 中村 雄太（１年） 

☆射撃部☆ 
  男子個人：エアーライフル 荒川 瑛旦（３年） 
  女子個人：エアーライフル 實川 佳那（２年）、松本 七海（３年） 
☆陸上競技部☆ 
  ８００ｍ 鵜澤 葉月（３年）、 ３０００ｍSC 杉本 将太（３年） 

付属札幌高等学校 
☆柔道部☆ 
  男子団体 
☆男子バスケットボール部☆ 
  男子団体 
☆男子バレーボール部☆ 
  男子団体 
☆剣道部☆ 
  女子個人：宮本 歩侑（3年） 
☆柔道部☆ 
  男子団体 
  女子個人：瀨川 心良（3年）、田嶋 由佳（3年） 
☆陸上競技部☆ 
  4×100MR：宮下凌介（3年）、長谷川瑛紀（2年）、鬼塚広明（3年）、 
          越田純一郎（3年）、柴田 凌（2年）、柴田 航（2年） 
  200ｍ 杉林 大地（3年）、 5000ｍ 藤村 燦太（3年） 



☆少林寺拳法部☆ 
  男子個人：単独演武 菅沼 武起（３年） 
☆アーチェリー部☆ 
  女子団体：和田 歩巳（３年）、小林 亜美（３年）、森 未来（２年）、矢崎 佳奈（２年） 
☆柔道部☆ 
  男子団体 
  男子個人： ６０kg級 関野 進吾（２年）、 ６６ｋg級 渡邊 光輝（２年）、 ７３kg級 新井 大翔（２年）、     
         ８１kg級 宮下 壮瑠（３年）、 ９０kg級 長嶋 勇斗（３年）、 １００kg級 川高 海優（３年） 

山形高等学校 

菅生高等学校 

付属甲府高等学校 

☆陸上競技部☆ 
  ８００ｍ 神保 礼人（３年） 
  走り高跳び 小笠原 美羽（３年） 
☆柔道部☆ 
  女子個人： ５７ｋｇ級 竹田 奎夏（３年） 
☆空手道部☆ 
  男子団体組手 
☆ソフトボール部☆ 
  女子団体 

☆硬式テニス部☆ 
  男子個人：清水 盾伎 （3年）   
  男子ダブルス：在原 迅人（3年）清水 盾伎（3年） 
☆卓球部☆ 
  男子個人：笠井 智衆（1年） 
☆剣道部☆ 
  女子個人：西田 実沙希（3年） 

巻き起こせ！ 
東海旋風！ 

スポーツ教育
センター 
スポーツ課 

※その他の全国大会については、次号で掲載予定です。 

学園オリンピックも
応援よろしく！！ 
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