
伝達表彰・壮行会を行いました 

（２０１８．９.２８） 

９月２８日金曜日に『第４７回岐阜県高等学校新人陸上競技対校選手権大会』、 

『第５８回岐阜県相撲選手権大会』、『第３８回全国高等学校ＩＴ・簿記選手権大会

中部大会』、『第６４回岐阜県高等学校商業実務競技大会』の伝達表彰、並びに『第

７３回国民体育大会』、『東海新人陸上競技選手権大会』、『東海地区高等学校商業

実務総合競技会』の壮行会を実施いたしました。陸上部山下君から「３年間の集大成

となる大会で優勝してくる。」と意気込みがありました。 

 

【伝達表彰】 

『第４７回岐阜県高等学校新人陸上競技対校選手権大会』 

〈陸上競技部〉 

◆三段跳         第１位    ２Ｂ 田中 大雅   

◆円盤投         第１位    ２Ｃ 河村 将永 

◆棒高跳         第１位    ２Ｄ 広瀬 千尋        

◆女子１００ｍハードル  第２位    １Ｄ 坂崎 千帆         

◆女子４×１００ｍＲ   第１位 代表 ２Ｂ 川瀬 未祐 

                    ２Ｄ 広瀬 千尋 

                    １Ｄ 坂崎 千帆 

                    １Ｄ 廣瀬 愛実 

◆女子砲丸投       第１位    ２Ｂ 宇納 百恵 

             第３位    １Ｄ 土田 彩加 

◆女子円盤投       第１位    ２Ｂ 安田 誉乃香 

             第２位    １Ｄ 土田 彩加 

◆女子ハンマー投     第１位    ２Ｂ 森 有加 

『第５８回岐阜県相撲選手権大会』 

〈相撲部〉 

◆高校３年の部 個人    第３位    ３Ｂ 三輪 一翔 

 総合    第３位    ３Ｂ 三輪 一翔 

◆高校２年の部 個人    第２位    ２Ｃ 池本 早希 

 個人    第３位    ２Ｂ 齋藤 龍斗 

◆高校１年の部 個人    第２位    １Ａ 松永 颯斗 

『第３８回全国高等学校ＩＴ・簿記選手権大会 中部大会』 

〈簿記・コンピュータ部〉 

◆簿記部門   個人    敢闘賞    ２Ａ 服部 浩明 

◆ＩＴ部門   個人    敢闘賞    ３Ａ 小川 剛司 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  



『第６４回岐阜県高等学校商業実務競技大会』 

〈簿記・コンピュータ・ワープロ部〉 

◆簿記の部      個人    優良賞    １Ａ 清原 優希 

 ◆情報処理の部 初級 個人    優良賞    １Ａ 荻原 竜平 

 ◆情報処理の部 上級 個人    優良賞    ２Ｄ 宇野 憲也 

 ◆ワープロ競技    団体    第３位 代表 ３Ａ 脇田 一輝 

                        ３Ｂ 杉本 麻央 

                        ３Ｂ 林  咲良 

                        ３Ｄ 市川 瑞穂 

                        ２Ａ 河村 翔太 

                        ２Ａ 辻  一成 

                        ２Ａ 古田 聡真 

                        ２Ａ 中川 心愛 

 ◆ワープロ競技    個人    第７位    ２Ａ 辻  一成 

 

【壮行会】 

『第７３回国民体育大会』 

〈陸上競技部〉 

 10.5（金）－10.9（火）：福井県営陸上競技場〈福井県福井市〉 

 ３Ａ 山下 航生 円盤投 

『東海新人陸上競技選手権大会』 

〈陸上競技部〉 

 10.27（土）－10.28（日）：草薙総合運動場〈静岡県静岡市〉 

クラス 氏名 出場種目 クラス 氏名 出場種目 

２Ａ 安達 天哉 ８００ｍ ２Ｂ 宇納 百恵 砲丸投 

２Ｂ 田中 大雅 三段跳、４×１００ｍＲ、４×４００ｍＲ  ２Ｂ 安 田  誉 乃 香 円盤投 

２Ｃ 河村 将永 円盤投 ２Ｂ 森  有伽 ハンマー投 

１Ａ 服部 空 ハンマー投 ２Ｄ 広瀬 千尋 ２００ｍ、棒高跳び、４×１００ｍＲ、４×４００ｍＲ  

２Ａ 松岡 拓真 ４×１００ｍＲ、４×４００ｍＲ １Ｄ 坂崎 千帆 １００ｍＨ、４×１００ｍＲ、４×４００ｍＲ 

２Ｃ 三浦 涼太 ４×１００ｍＲ、４×４００ｍＲ １Ｄ 土田 彩加 砲丸投、円盤投 

２Ｄ 岡林 信也 ４×１００ｍ ２Ｂ 川瀬 未祐 ４×１００ｍＲ 

２Ｄ 新田 昴聖 ４×４００ｍＲ ２Ｃ 中橋 朱音 ４×１００ｍＲ、４×４００ｍＲ 

１Ａ 小嶋 一慎 ４×１００ｍＲ、４×４００ｍＲ ２Ｃ 石井 ひかり ４×１００ｍＲ 

１Ａ 松久 佳捻 ４×４００ｍＲ １Ｂ 村田 彩子 ４×４００ｍＲ 

１Ｃ 樋口 心 ４×４００ｍＲ １Ｂ 山田 洋友紀 ４×４００ｍＲ 

１Ｃ 石田 創磨 ４×１００ｍ １Ｄ 廣瀬 愛実 ４×１００ｍＲ、４×４００ｍＲ 

『東海地区高等学校商業実務総合競技会』 

 11.4（日）：愛知県立東海商業高等学校〈愛知県東海市〉 

情報処理の部 個人 ２Ｄ 宇野 憲也 

ワープロの部 

３Ａ 脇田 一輝 団体 ３Ｄ 市川 瑞穂 団体 

３Ｂ 杉本 麻央 団体 ２Ａ 辻  一成 団体 

３Ｂ 林  咲良 団体 



 

 

 

 

 

敢闘賞を受賞した簿記部 服部君 優良賞を受賞した簿記部 清原君 

優良賞を受賞した情報処理部 宇野君 壮行会に参列する生徒の様子 

東海大会に出場する男子陸上部 東海大会に出場する女子陸上部 


