
平成25年度　クラブ活動実績報告　（県大会４位以上）
女子１部　複の部 三重県高校バドミントン選手権大会　兼　全国・東海高校総体　県予選　　優勝（全国大会出場決定）

女子１部　複の部 三重県高校バドミントン選手権大会　兼　全国・東海高校総体　県予選　　２位（全国大会出場決定）

男子１部　複の部 三重県高校バドミントン選手権大会　兼　全国・東海高校総体　県予選　　２位（全国大会出場決定）

男子１部　複の部 三重県高校バドミントン選手権大会　兼　全国・東海高校総体　県予選　　３位

女子１部　単の部 三重県高校バドミントン選手権大会　兼　全国・東海高校総体　県予選　　優勝（全国大会出場決定）

女子１部　単の部 三重県高校バドミントン選手権大会　兼　全国・東海高校総体　県予選　　３位

女子１部　単の部 三重県高校バドミントン選手権大会　兼　全国・東海高校総体　県予選　　３位

女子　団体 三重県高校総体　　優勝（全国・東海大会出場決定）

男子　団体 三重県高校総体　　２位（東海大会出場決定）

６月１６日 女子　団体 東海高校総体　　３位

女子１部　複の部 三重県総合バドミントン選手権大会　　優勝

女子１部　複の部 三重県総合バドミントン選手権大会　　２位

８月２５日 女子１部　単の部 三重県総合バドミントン選手権大会　　優勝

男子１部　複の部 三重県高校バドミントン新人大会　　優勝

男子１部　複の部 三重県高校バドミントン新人大会　　３位

女子１部　複の部 三重県高校バドミントン新人大会　　優勝

女子１部　複の部 三重県高校バドミントン新人大会　　２位

女子１部　複の部 三重県高校バドミントン新人大会　　３位

男子１部　単の部 三重県高校バドミントン新人大会　　３位

男子１部　単の部 三重県高校バドミントン新人大会　　３位

女子１部　単の部 三重県高校バドミントン新人大会　　優勝

女子１部　単の部 三重県高校バドミントン新人大会　　２位

女子１部　単の部 三重県高校バドミントン新人大会　　３位

９月１５日 ジュニア男子　単 東海総合バドミントン選手権大会　　３位

女子１部　複の部 三重県高校バドミントン秋季大会　兼　全国高校選抜バドミントン大会　県予選　　優勝

女子１部　複の部 三重県高校バドミントン秋季大会　兼　全国高校選抜バドミントン大会　県予選　　２位

女子１部　複の部 三重県高校バドミントン秋季大会　兼　全国高校選抜バドミントン大会　県予選　　３位

男子１部　複の部 三重県高校バドミントン秋季大会　兼　全国高校選抜バドミントン大会　県予選　　３位

男子１部　複の部 三重県高校バドミントン秋季大会　兼　全国高校選抜バドミントン大会　県予選　　３位

女子１部　単の部 三重県高校バドミントン秋季大会　兼　全国高校選抜バドミントン大会　県予選　　優勝

女子１部　単の部 三重県高校バドミントン秋季大会　兼　全国高校選抜バドミントン大会　県予選　　２位

女子１部　単の部 三重県高校バドミントン秋季大会　兼　全国高校選抜バドミントン大会　県予選　　３位

男子１部　単の部 三重県高校バドミントン秋季大会　兼　全国高校選抜バドミントン大会　県予選　　３位

男子　団体 三重県高校バドミントン秋季大会　兼　全国高校選抜バドミントン大会　県予選　　優勝（東海大会出場決定）

女子　団体 三重県高校バドミントン秋季大会　兼　全国高校選抜バドミントン大会　県予選　　優勝（東海大会出場決定）

男子　団体 全国高等学校選抜バドミントン大会　東海地区予選会　　２位（全国大会出場決定）

女子　団体 全国高等学校選抜バドミントン大会　東海地区予選会　　優勝（全国大会出場決定）

女子　複の部 全国高等学校選抜バドミントン大会　東海地区予選会　　優勝

女子　単の部 全国高等学校選抜バドミントン大会　東海地区予選会　　優勝

男子　団体 三重県高校バドミントン新人大会　　優勝

女子　団体 三重県高校バドミントン新人大会　　優勝

４月２７日 男子　団体 三重県高等学校柔道選手権大会　　３位

５月３日 女子　-44kg級 全日本柔道体重別選手権　三重県大会　　優勝

５月２６日 女子　団体 三重県高校総体　　３位（東海大会出場決定）

女子　-52kg級 三重県高等学校新人大会　　３位

女子　-63kg級 三重県高等学校新人大会　　３位

１月２５日 女子　団体 三重県高等学校新人大会　　２位

１０月２７日

１１月３日

１１月１０日

１月１８日

１月１９日

２月１６日

柔道

１月１８日

バドミントン

５月３日

５月２６日

８月２４日

９月７日

９月８日



男子　団体 三重県高等学校春季大会　　３位

女子　団体 三重県高等学校春季大会　　３位

５月２５日 男子　団体 三重県高校総体　　３位（東海大会出場決定）

女子　個人 三重県高校総体　　２位（全国・東海大会出場決定）

女子　個人 三重県高校総体　　５位（東海大会出場決定）

男子　個人 三重県高校総体　　５位（東海大会出場決定）

男子　個人 三重県高校総体　　５位（東海大会出場決定）

男子　１部 三重県高等学校剣道競技一年生大会　　２位

男子　１部 三重県高等学校剣道競技一年生大会　　３位

女子　１部 三重県高等学校剣道競技一年生大会　　３位

男子　団体 三重県高等学校剣道秋季大会　　３位

女子　個人 三重県高等学校剣道秋季大会　　優勝

男子　団体 三重県高等学校剣道新人大会　　２位

女子　団体 三重県高等学校剣道新人大会　　２位

女子　単 全国・東海高校総体卓球競技　三重県予選　　３位（全国・東海大会出場決定）

女子　単 全国・東海高校総体卓球競技　三重県予選　　７位（東海大会出場決定）

５月２４日 女子　複 三重県高校総体　　２位（全国・東海大会出場決定）

５月２６日 女子　団体 三重県高校総体　　２位（東海大会出場決定）

１１月２４日 女子　団体 三重県高等学校新人卓球大会　　２位

１２月２３日 女子　団体 全国高等学校選抜卓球大会　東海選考会　　３位（全国大会出場決定）

女子２年　単 三重県高等学校新人卓球大会　　優勝

女子１年　単 三重県高等学校新人卓球大会　　優勝

女子１年　単 三重県高等学校新人卓球大会　　３位

男子１年　単 三重県高等学校新人卓球大会　　３位

女子　4×100mR 県高校陸上競技選手権大会　　３位

男子　棒高跳 県高校陸上競技選手権大会　　１位

女子　4×400mR 県高校陸上競技選手権大会　　３位

女子　200m 県高校陸上競技選手権大会　　２位

女子　棒高跳 県高校陸上競技選手権大会　　３位

女子　100m 三重県高校総体　　２位（東海大会出場決定）

三重県高校総体　　３位（東海大会出場決定）

三重県高校総体　　６位（東海大会出場決定）

女子　4×100mR 三重県高校総体　　４位（東海大会出場決定）

女子　200m 三重県高校総体　　４位（東海大会出場決定）

女子　やり投 三重県高校総体　　５位（東海大会出場決定）

女子　4×400mR 三重県高校総体　　６位（東海大会出場決定）

男子　4×100mR 三重県高校新人陸上競技大会　　４位

男子　走幅跳 三重県高校新人陸上競技大会　　４位

男子　100m 三重県高校新人陸上競技大会　　５位

男子　三段跳 三重県高校新人陸上競技大会　　１位

女子　棒高跳 三重県高校新人陸上競技大会　　３位

女子　棒高跳 三重県高校新人陸上競技大会　　４位

剣道

４月２７日

５月２６日

９月１日

１１月４日

１月２５日

卓球

５月４日

８月７日 女子　複 三重県高等学校卓球選手権大会　　２位

１月２５日

陸上

５月１１日
５月１２日

６月１日 男子　棒高跳

６月２日

９月２１日

９月２２日



男子　団体 三重県高等学校弓道春季大会
　兼　
東海高校総体　県予選大会　　２位（東海大会出場決定）

男子　個人 三重県高等学校弓道春季大会　兼　東海高校総体　県予選大会　　優勝（東海大会出場決定）

男子　個人 三重県高等学校弓道春季大会　兼　東海高校総体　県予選大会　　２位（東海大会出場決定）

男子　個人 三重県高校総体　　優勝（全国大会出場決定）

男子　団体 三重県高校総体　　３位（東海大会出場決定）

６月１６日 男子　団体 東海高校総体　　２位

女子　団体 県高校弓道新人大会　　３位

女子　個人 県高校弓道新人大会　　３位

４月２８日 男子 三重県高等学校バレーボール春季大会　　４位

５月２６日 男子 三重県高校総体　　３位（東海大会出場決定）

１１月１０日 男子 三重県高等学校バレーボール選手権大会　　３位

１月２５日 男子 三重県私立高等学校男女バレーボール選手権大会　　３位

５月１９日 団体 三重県高校総体　　３位

男子　個人 三重県高等学校なぎなた新人大会　　２位（全国大会出場決定）

男子　個人 三重県高等学校なぎなた新人大会　　３位

少年　団体 国民体育大会　東海ブロック大会　　２位

女子　個人 国民体育大会　東海ブロック大会　　優勝

２月２日 女子 三重県高等学校バスケットボール新人大会　　３位

２月１６日

８月６日 大編成 中部日本吹奏楽コンクール　三重県大会　　銀賞

８月１０日 Ａ編成 三重県吹奏楽コンクール　　金賞（県代表）

８月２５日 東海吹奏楽コンクール　　金賞

２月１６日 個人　フルート独奏 第26回　管楽器個人・重奏コンテスト三重県大会　　　金賞(県代表)

囲碁将棋 ５月４日 男子　個人 第37回　全国高校囲碁選手権大会　三重県大会　　優勝

中国語会話 ９月２９日 スピーチ部門 第31回　全日本中国語スピーチコンテスト　三重県大会　　３位

ＥＳＳ １０月２７日 第14回　皇學館大学文学部コミュニケーション学科主催英語スピーチコンテスト　　特別賞

銃剣道 ８月１１日

バスケット
ボール

吹奏楽

弓道

４月２９日

５月２６日

１１月３日

バレー
ボール

薙刀
１月１９日


