
平成２９年度大会成績等活動報告 

【運動部】 

◎陸上部  

５月 ４日 第 71回愛知県高等学校総合体育大会 陸上競技名北支部予選会 

◎女子 400ｍＨ 優勝 （県大会進出） 

５月１９日 第 71回愛知県高等学校総合体育大会 陸上競技 

◎女子 400ｍＨ 第６位 （東海大会進出） 

７月２５日 平成２９年度名古屋南北学年別陸上競技大会 

◎女子１年円盤投 第５位 

◎男子２年円盤投 第６位 

８月 ４日 春日井市内高校生スポーツ大会 

◎女子総合  第２位  

     ◎女子 400ｍ 優勝（大会新記録） 

     ◎女子 800ｍ  優勝 

     ◎女子円盤投 優勝 

        ◎女子砲丸投げ 第 2位 

  ◎男子砲丸投げ 第 3位 

  ◎女子やり投げ 第 3位 

  ◎男子 100ｍ  第 3位 

  ◎男子 200ｍ  第 2位 

  ◎女子 4×100Ｒ 第 2位 

  ◎女子 1500ｍ  第 3位 

９月１６日 愛知県高等学校新人対抗陸上競技大会名北支部予選会 

◎女子円盤投げ 第５位 

 

◎ソフトボール部 

６月 ４日 春日井市内ソフトボール大会 

◎ソフトボール競技 第３位 

１１月 ５日 春日井市内ソフトボール大会 

◎団体 優勝 

 

◎バレーボール部 

８月 １日 春日井市内高校生スポーツ大会 

◎女子バレーボール競技 第２位 

 

◎ソフトテニス部女子 

４月１６日 第 71回愛知県高等学校総合体育大会 ソフトテニス競技名北支部予選会 

◎女子個人戦 第 5位 （県大会進出） 

５月２８日 春日井市長杯 

◎女子 A級  第３位（２ペア） 

７月 ２日 平成 29年度国民体育大会兼愛知県総合選手権大会名北支部予選会 

◎女子個人の部 第９位（県大会出場） 

７月２７日 春日井市内高校生スポーツ大会 



◎女子ソフトテニス競技 団体 優勝 

◎女子ソフトテニス競技 個人 優勝 

◎女子ソフトテニス競技 個人 第２位 

◎女子ソフトテニス競技 個人 第３位 

９月２４日 愛知県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技名北支部予選会 

◎女子個人の部 第５位（県大会出場） 

 

◎ソフトテニス部男子 

４月１６日 第 71回愛知県高等学校総合体育大会 ソフトテニス競技名北支部予選会 

◎男子個人戦 第 5位 （県大会進出） 

７月２８日 第 34回愛知県公立高等学校商業科体育大会 

◎男子団体の部 第３位  

◎男子個人の部 第 3位 

８月 ６日 第 52回中日新聞社杯 

◎男子 A級 第３位  

 

◎ハンドボール部女子 

４月２９日 第 71回愛知県高等学校総合体育大会 ハンドボール競技名北支部予選会 

◎第７位 （県大会進出） 

◎優秀選手賞 

７月 ２日 春日井市内高校生スポーツ大会 

◎ハンドボール競技 第３位 

７月２７日 平成２９年度愛知県高等学校ハンドボール選手権大会名北支部予選 

◎ハンドボール競技 第３位 

８月１８日 第２６回春日井市選手権大会 

◎ハンドボール競技 第２位 

１１月１８日 平成２９年度愛知県高等学校新人体育大会 

◎ハンドボール競技名北支部予選会 第 6位（県大会出場） 

優秀選手賞（早川ひとみ） 

 

◎サッカー部男子 

１２月１７日 第２２回愛知県公立高等学校商業科体育大会サッカー競技 

準優勝 

 

 

◎野球部 

 7月 30日 春日井市内高校生スポーツ大会 

       第 3位 

   

◎バスケットボール部女子  

７月３０日 春日井市内高校生スポーツ大会 

◎女子バスケットボール競技 第２位 

 

◎バドミントン部 

７月１７日 春日井市内高校生スポーツ大会 

◎バドミントン競技 ダブルス 優勝 

７月２８日 第 24回愛知県公立高等学校商業科体育大会 

◎バドミントン競技 団体戦 A 第３位 



◎バドミントン競技 団体戦 B 第３位 

◎バドミン 技 女子ダブルス 第３位 

 

◎卓球部 

７月３０日 春日井市内高校生スポーツ大会 

◎卓球競技 女子個人戦  優勝 

第２位 

 

平成２９年度大会コンクール成績等活動報告 

【文化部】 

◎ワープロ部 

５月 ４日 第８回中日本ワープロ練成大会北支部予選会   

◎英文の部 団体 第２位 

◎英文の部 個人 優勝 

         三等二席 

         三等三席 

         佳良一席 

◎英文の部 個人１・２年生の部 優勝 

                三等一席 

                三等二席 

 日本語の部 団体 優良賞 

６月 ３日 第 6４回全国高等学校ワープロ競技大会 愛知県予選会 

◎英文ワープロの部 団体 準優勝 

◎英文ワープロの部 個人 準優勝 

◎英文ワープロの部 個人 第５位 

◎英文ワープロの部 個人 佳良二席 

◎英文ワープロの部 個人 佳良三席 

７月２２日 平成 29年度夏季愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会 

◎英文ワープロ３年生団体の部 準優勝  

◎英文ワープロ３年生個人の部 第３位  

◎英文ワープロ３年生団体の部 第４位  

◎英文ワープロ３年生団体の部 佳良  

◎英文ワープロ２年生団体の部 第４位 

◎英文ワープロ２年生個人の部 第３位 

◎英文ワープロ２年生団体の部 第５位 

８月１２日 第３１回全国パソコン技能競技大会 

◎英文スピード競技 団体 第３位 

◎英文スピード競技 個人 第３位 

◎英文スピード競技 団体 佳良 

９月 ３日 第６２回愛知県高等学校商業実務総合競技大会 

◎英文ワープロ団体の部 準優勝 

◎英文ワープロ個人の部 優勝 

◎英文スピード競技 団 第 4位 

     第 6位（正確賞） 

      佳良３席 

１１月 ４日 第３９回東海地区高等学校商業実務総合競技大会 

◎英文ワープロ団体の部 第 3位 

◎英文ワープロ個人の部 優勝 

◎英文スピード競技 団 第 9位 



            佳良  

１２月１６日 平成２９年度冬季愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会 

◎英文ワープロ 2年団体の部 第 4位 

◎英文ワープロ 2年個人の部 第 6位 

◎英文スピード競技 団   佳良 

◎英文ワープロ 1年団体の部 準優勝 

◎英文ワープロ 1年個人の部 第 4位 

◎英文ワープロ 1年個人の部  第 6位 

１２月２５日 第２９回冬季新人ワープロ競技大会 

◎英文ワープロ団体の部 優勝 

◎英文ワープロ個人の部 準優勝 

◎英文ワープロ個人の部 第 3位 

◎英文ワープロ個人の部 第 5位◎英文スピード競技 団 

◎英文ワープロ 1年個人の部 準優勝◎英文ワープロ 1年個人の部  

 ２月１１日 第２４回愛知県高等学校ワープロ競技新人大会 

       ◎英文ワープロの部 ２年生団体の部 優勝 

                 ２年生個人の部 優勝  

                         準優勝  

                         ５位  

       ◎英文ワープロの部 １年生団体の部 ６位  

                 １年生個人の部 佳良 

 ３月２１日 春季愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会 

       ◎英文ワープロ２年生団体の部  優勝 長縄 花奈 

                          酒井 亮太 

                          西尾 大翔 

       ◎英文ワープロ２年生個人の部  優勝 長縄 花奈 

                          ２位 酒井 亮太 

                          ５位 西尾 大翔 

                          佳良 玉家 怜央 

                          正確賞 酒井 亮太 

       ◎英文ワープロ１年生団体の部  ６位 渡邉 そら 

                          岩田 七海 

       ◎英文ワープロ１年生個人の部  ５位 渡邉 そら 

 

 

◎珠算・電卓部 

 

◎簿記部 

６月 ４日 TAC簿記チャンピオン大会 

◎会場個人２級 第３位 

１１月１２日 TAC簿記チャンピオン大会 

◎会場個人２級 第３位 

 

◎吹奏楽部 

７月２３日 吹奏楽コンクール東尾張地区 

◎ 銀賞 

１月 ７日 アンサンブルコンテスト東尾張地区大会 

◎ 金管５重奏 銅賞 

2月 ４日 個人・重奏コンテスト東尾張地区大会 

       ◎フルート独奏 銀賞 



       ◎サクソフォン独奏 銀賞 

       ◎金管５重奏 銀賞 

 

◎コンピュータ部 

 

◎家庭部 

９月２４日 第１４回ＮＦＣＣ高校生クッキングコンテスト 

◎入賞 

11月 11日  第 10回おいしい笑顔！野菜レシピコンテスト 

       ◎ 入賞 

 

 

◎書道部 

 

◎アニメーション部 

９月１８日 全国高校生イラストコンテスト 

トライデントアナログ賞 

佳作 

◎美術部 

 平成 29年度春日井市青少年健全育成市民大会（ポスターの部） 

  市議会議長賞  1名 

  教育委員会賞  1名 

  推進会議会長賞 1名 

  入選      1名 

 

 国立博物館「昭和館」主催 第 10回中学生・高校生ポスターコンクール 

  佳作     3名 

 

◎英会話同好会 

１０月２９日 愛知県商業高等学校英語スピーチコンテスト 

◎レシテーション部門  第 3位 

◎団体の部     第 6位 

 

 

 

 


