
伝達表彰・壮行会『日本ユース陸上競技選手権大会』 

『東海高等学校新人陸上競技選手権大会』『東海高等学校空手道選手権大会』をおこないました 

      （２０１３．１０．１７） 

【 伝達表彰 】  

『 第６８回国民体育大会(東京国体) 』 

＜男子ハンドボール部＞ 

◇団体  ５位 

 ・３Ａ 松田 侑也  ・３Ａ 堀  広輝  

 ・３Ａ 土井 和樹  ・３Ａ 林  和義 

 ・２Ｃ 河村 僚太 

＜陸上競技部＞ 

◆少年男子Ａ 砲丸投  第７位 ２Ｃ 松岡 晋乃介 

『 第５３回岐阜県相撲選手権大会 』 

＜相撲部＞ 

◆高校１年生の部 優 勝 １Ａ 丹羽 弘宜 

◆   〃    準優勝 １Ｂ 青木 友希 

◆高校３年生の部 第３位 ３Ｃ 三宅 宏輝 

 

『 岐阜県高等学校新人対校選手権大会 』 

＜陸上競技部＞ 

◇男子総合 第３位 

◆砲丸投     第１位 ２Ａ  早川  匠海 

  〃      第２位 ２Ｃ 松岡  晋乃介 

◆円盤投     第１位 ２Ｃ 松岡  晋乃介 

  〃      第２位 ２Ａ  早川  匠海 

◆やり投     第２位 ２Ｃ 田中  優之介 

◆3000ｍSC    第３位 ２Ａ 中村 彩人 

◆棒高跳     第３位 ２Ａ 中川  浩克 

◆OPハンマー投  第１位 ２Ｂ 日比野 里香 

◆OPハンマー投  第２位 ３Ｃ 鈴木 結女 

◆走高跳     第２位 １Ｃ 河田  彩音 

◆砲丸投     第２位 １Ｂ 國定  綾香 

◆２００ｍ    第３位 １Ｃ 三須  夕菜 

◆OP三段跳    第３位 １Ｃ 長屋 里佳子 

＜空手道部＞ 

◇女子 個人形  優 勝 １Ｂ  山田 梓 

◇ 〃  個人組手 第３位 １Ｂ  山田 梓 

 

『 第５９回岐阜市民バドミントン大会 』 

＜バドミントン部＞ 

◆シングルス   優 勝 ２Ｃ 片桐 麻稀 

 

『 第１４回金田一春彦ことばの学校」方言川柳募集 

◆第５位（言葉の学校賞） ３Ｃ 水野 有稀 

ハンドボール部 

陸上競技部 

空手道部 

バドミントン部 



【 壮行会 】 

『 第７回 日本ユース陸上競技選手権大会 』出場者 

【陸 上 競 技 部】３名   10.18(金)-19(土)  

 名古屋市瑞穂公園 陸上競技場＜愛知県＞ 

クラス 氏  名 出場種目  

２Ｃ 田中  優之介 やり投 

〃 松岡 晋乃介 砲丸投 

２Ａ 早川 匠海 砲丸投 

 

『 第１６回 東海高等学校新人陸上競技選手権大会 』出場者 

【陸 上 競 技 部】１８名  10.26(土)-27(日)  

 名古屋市瑞穂公園 陸上競技場＜愛知県＞    

クラス 氏  名 出場種目 

２Ｃ 田中 優之介 やり投、円盤投 

２Ａ 中川 浩克 棒高跳 

〃 中村 彩人 ３０００ｍＳＣ 

〃 早川 匠海 円盤投、砲丸投 

２Ｃ 松岡 晋乃介 砲丸投、円盤投 

〃 三島 誠大 走幅跳 

２Ｂ 後藤 里帆 三段跳、４００ｍＲ 

〃 鈴木 結女 ハンマー投 

〃 日比野 里香 ハンマー投 

〃 髙木 悠衣 ４００ｍＲ 

〃 水野 舞帆 走高跳 

〃 白木 柚衣 １００ｍＨ、４００ｍＲ 

１Ｂ 小野 絵莉子 ハンマー投 

〃 國定 綾香 砲丸投 

１Ｃ 河田 彩音 走高跳、４００ｍＲ 

〃 長屋 里佳子 三段跳、４００ｍＲ 

〃 三須 夕菜 ２００ｍ、４００ｍＲ 

１Ｄ 郷原 望生 ８００ｍ 

 

『 東海高等学校空手道選手権大会 』 出場者 

【空 手 道 部】１名    11.16(土)-17(日)  

 静岡県武道館＜静岡県藤枝市＞  

学年 氏 名 出場種目 

１Ｂ 山田 梓 個人組手・形 

 

 

 

陸上競技部 

陸上競技部 

空手道部 

選手退場 

 選手を代表して、陸上競技部主将の田中優之介君より、「チーム市岐商として、入賞や自己新

が出せるよう頑張ってきます。」と、お礼の言葉を述べました。 

 
１９名の選手の皆さん、日頃の練習の成果を発揮してきてください！！ 


