
平成３０年度　前期部活動成績（４月～9月）　

運動部 運動部総合 第68回三重県高校総体女子総合 女子総合 2位

空手道部 平成30年度三重県高等学校総合体育大会空手道競技 女子個人形 8位

女子団体組手 3位

男子個人形 7位

剣道部 平成30年度三重県高等学校剣道春季大会 女子団体 5位

女子団体 優秀選手賞

平成30年度三重県高校総体剣道競技兼東海高校総体

全国高校総体県予選
女子個人 3位

男子団体 5位

女子団体 5位

硬式テニス部 平成30年度三重県高等学校総合体育大会テニス競技の部 女子団体 8位

三重県高等学校テニス選手権大会 男子団体 4位

平成30年度全国･東海選抜高校テニス大会三重県予選大会 兼

三重県高等学校新人大会テニス競技の部
男子団体 3位

水泳部 三重県高等学校対抗水泳競技大会 女子総合 1位

女子50m自由形 1位、2位

女子100，200，400m自由形 1位、1位、1位

女子100、200m背泳ぎ 1位、3位

女子100m平泳ぎ 3位

女子200m平泳ぎ 1位、2位

女子200m個人メドレー 2位

女子400、800mフリーリレー 2位、2位

女子400mメドレーリレー 2位

男子100，200m背泳ぎ 2位、2位

男子200mバタフライ 1位

男子400mメドレーリレー 3位

三重県ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 女子50m自由形 1位、2位

女子100m自由形 1位、3位

女子200m自由形 1位

女子50，100，200m背泳ぎ 3位、2位、2位

女子50m平泳ぎ 3位

女子200m平泳ぎ 1位、2位

女子400mフリーリレー 2位

女子400mメドレーリレー 2位

男子50，100，200m背泳ぎ 2位、3位、3位

男子50，200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 3位、1位

三重県短水路記録会 男子200mメドレーリレー 三重県短水路高校新記録

女子400mフリーリレー 三重県短水路新記録

女子400mメドレーリレー 三重県短水路新記録

三重県高等学校選手権水泳競技大会 女子総合 1位

女子50m自由形 1位、2位、3位

女子100m自由形 1位、3位

女子100，200m背泳ぎ 1位、2位

女子100m平泳ぎ 3位

女子200m平泳ぎ 1位、3位

女子400mフリーリレー 1位

女子400mメドレーリレー 2位

女子800mフリーリレー 2位

男子100，200m背泳ぎ 2位、3位

男子200mバタフライ 1位

三重県選手権水泳競技大会 女子50m自由形 1位、2位

女子100，200m自由形 1位、3位

女子100，200m背泳ぎ 1位、2位



女子50m平泳ぎ 2位

男子100m背泳ぎ 3位

東海総体 女子50m自由形 出場（2名）

全国高校総体 女子50m自由形 出場（2名）

国民体育大会 女子少年女子A100m自由形 出場

女子少年女子A50m自由形 出場

三重県高等学校新人水泳競技大会 女子総合 1位

女子50，100m自由形 1位、2位

女子200，400m自由形 2位、1位

女子100，200m平泳ぎ 2位、2位

女子200m個人メドレー 1位

女子200mフリーリレー 1位

女子200mメドレーリレー 1位

男子100m背泳ぎ 2位

男子200mバタフライ 1位

男子200mメドレーリレー 3位

ソフトテニス部 第65回東海高等学校総合体育大会ソフトテニス競技県予選大会 女子団体 5位

平成30年度三重県高等学校総合体育大会兼

全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技県予選大会
女子団体 5位

ソフトボール部 平成30年度三重県高等学校ソフトボール競技　秋季選手権大会 2部 優勝

体操部 三重県高等学校体操競技春季大会 女子団体 2位

女子個人総合 6位

三重県高等学校総合体育大会体操競技・新体操 女子団体 2位

卓球部
第68回三重県高等学校総合体育大会兼

平成30年度全国高校総体兼東海総体卓球競技三重県予選会
男子学校対抗の部 5位

軟式野球部
第63回全国高等学校軟式野球選手権三重大会兼

平成30年度三重県高等学校軟式野球夏季大会
Ｂブロック 優勝

バトン部 第13回三重県バトントワーリング大会 ソロトワール初級 金賞

ソロトワール中級 銀賞（8名）

ソロストラット初級

シニア部門
金賞

ダンストワール初級シニア部門 金賞

ダンストワール中級シニア部門 銀賞

トゥーバトン中級シニア部門 金賞

ボウリング部
平成30年度第26回三重県ジュニアボウリング選手権兼

三重県高校総体ボウリング種目
男子個人の部 5位

女子個人の部 3位、5位

女子個人の部 5位

女子団体の部 1位

女子総合の部 1位

陸上部 第71回全国高等学校陸上競技対校選手権大会東海地区予選会 男子三段跳 2位

第61回東海陸上競技選手権大会 女子1500m 7位

第21回東海高等学校新人陸上競技大会 女子1500，3000m 6位、8位

女子3000m ８位

第71回三重県高等学校陸上競技対校選手権大会 女子1500，3000m 2位、2位

女子3000m 2位

女子100，200，400m 3位、6位、2位

女子100m 3位



女子400mH 5位

女子200m 6位

男子走高跳 5位

男子三段跳 3位

女子4×100mR 2位

女子4×400mR 4位

男子4×400mR 4位

第81回三重県陸上競技選手権大会 女子800，1500ｍ 4位、1位

女子１５００ｍ 1位

女子400ｍＨ 4位

女子三段跳 8位

女子200ｍ 7位

三重県高校春季大会 女子400m 優勝

第48回三重県高等学校春季陸上競技大会 女子1500，3000m 2位、1位

女子3000m 1位

女子400m 1位

男子4×400mR 2位

第71回三重県高等学校陸上競技対校選手権大会 女子三段跳 7位

女子総合 6位

第57回三重県高等学校新人陸上競技大会 男子400m 4位

女子1500，3000m 1位、1位

女子3000m 1位

女子400mH 5位

女子三段跳 3位

女子100，200m 5位

女子200m 4位

文化部 競技かるた部 第20回三重県小倉百人一首かるた中高生大会 高校生の部 3位

囲碁将棋同好会 第79回東海三県高校将棋大会個人戦 準優勝

第42回全国高等学校総合文化祭（将棋部門）兼

第54回全国高等学校将棋選手権大会 男子個人 4位

近畿高文祭将棋部門予選 兼 三重県高校将棋大会 男子個人 2位



男子

女子

女子

女子

女子

女子

女子


