水泳部
平成３０年度
平成３０年度愛知県高等学校 新人体育大会水泳競技東三河支部予選会
女子団体 女子総合 第３位
女子４×１００ｍメドレーリレー 第３位（小川美来、山﨑麻琴、村尾咲幸、河合彩桜）
2018/8/24
女子４×１００ｍフリーリレー 第３位（村尾咲幸、河合彩桜、小川美来、山﨑麻琴）
女子個人 女子１００ｍ平泳ぎ 第１位（村尾咲幸）
女子２００ｍ平泳ぎ 第１位（村尾咲幸）
男子個人 男子２００ｍ背泳ぎ 第３位（鈴木文也）

2018/8/5

市民スポーツ祭’２０１８水泳大会
女子個人 女子５０ｍ平泳ぎ 第１位（村尾咲幸）
女子５０ｍバタフライ 第３位（鹿島千聖）
女子５０ｍ背泳ぎ 第３位（小川美来）

2018/6/24

第７２回愛知県高等学校総合体育大会水泳競技
女子個人 女子２００ｍ平泳ぎ 第１０位（村尾 咲幸）

第７２回愛知県高等学校総合体育大会水泳競技東三河地区予選会
女子個人 女子２００ｍ平泳ぎ第２位（村尾咲幸）
女子１００ｍ平泳ぎ第３位（村尾咲幸）
2018/6/16
女子２００ｍ平泳ぎ標準記録突破（山﨑麻琴）
女子団体 女子４００ｍメドレーリレー標準記録突破（小川美来、山﨑麻琴、村尾咲幸、河合彩桜）
女子４００ｍフリーリレー標準記録突破（村尾咲幸、新野花音、河合彩桜、山﨑麻琴）

平成２９年度
2017/9/23

平成２９年度愛知県高等学校 新人体育大会水泳競技
男子個人 １００ｍ自由形出場（小林竜輝）
女子個人 ５０ｍ自由形出場（新野花音）
２００ｍ平泳ぎ出場（加藤彩葉、松坂有花）

平成２９年度愛知県公立高等学校 商業科体育大会第26回水泳競技大会
男子個人 １００ｍ自由形第2位（山田龍輝）
２００ｍ平泳ぎ第2位（提髪紘也）
2017/9/2
２００ｍ背泳ぎ第3位（鈴木文也）
１００ｍ個人メドレー第3位（山田龍輝）
男子団体 ４００ｍリレー第2位（山田龍輝・小林竜輝・林滉平・鈴木文也）
平成２９年度愛知県高等学校新人体育大会水泳競技東三河支部予選会
男子個人 小林 竜輝 １００ｍ自由形 標準記録突破
2017/8/24 女子個人 新野 花音 ５０ｍ自由形 標準記録突破
松坂 有花 ２００ｍ平泳ぎ 標準記録突破
加藤 彩葉 ２００ｍ平泳ぎ 標準記録突破

平成２６年度
平成26年度愛知県高等学校新人体育大会水泳競技
男子出場 【５０ｍ】自由形雪下 【１００ｍ】自由形山口 平泳ぎ小田桐 【２００ｍ】バタフライ原田
2014/9/20 女子出場 【50ｍ】自由形東原・沓名【100ｍ】自由形石田か・石田こ、平泳ぎ小笠原・林、背泳ぎ8位杉浦
【200ｍ】背泳ぎ尾﨑、個人メドレー 菅沼
【400mメドレーリレー】（石田か・小笠原・杉浦・石田こ） 【400mフリーリレー】（杉浦・小笠原・石田か・石田
こ）
第23回愛知県公立高等学校商業科体育大会水泳競技
男子総合三位
【５０ｍ】自由形三位山口 【１００ｍ】平泳ぎ三位小田桐 バタフライ三位原田 【２００ｍ】背泳ぎ三位小田桐 自由形
三位原田
【４００ｍフリーリレー】三位（雪下・小田桐・原田・山口） 【４００ｍメドレーリレー】三位（雪下・小田桐・原田・山口）
2014/9/6
女子
【４００ｍメドレーリレー】一位（杉浦・小笠原・尾川・石田こ） 【４００ｍフリーリレー】一位（杉浦・石田か・石田こ・尾川）
女子2年連続総合優勝
【１００ｍ】平泳ぎ二位小笠原・三位太田、背泳ぎ一位杉浦、バタフライ三位尾川
【２００ｍ】平泳ぎ一位小笠原・二位太田、背泳ぎ一位菅沼・二位尾﨑・三位鳥居、自由形一位杉浦・二位石田こ
個人メドレー三位尾川

平成26年度愛知県高等学校新人体育大会水泳競技東三河地区予選会
女子【５０ｍ】フリー10位石田か 15位沓名 16位東原 27位及部 28位狩野 37位永田
【１００ｍ】平泳ぎ5位小笠原 8位林 15位東原 23位尾﨑
自由形6位石田こ 7位石田か 13位沓名 27位狩野 28位及部 31位永田 32位鳥居
バタフライ4位杉浦
背泳ぎ9位菅沼 10位鳥居
男子【５０ｍ】フリー10位山口 16位雪下 34位後藤
2014/8/24
【１００ｍ】フリー7位山口
平泳ぎ9位小田桐
バタフライ8位原田
【２００ｍ】平泳ぎ9位小田桐
バタフライ7位原田
女子【２００ｍ】自由形6位石田こ、背泳ぎ4位杉浦 7位尾﨑、平泳ぎ3位小笠原 8位林、個人メドレー7位菅沼
【４００ｍ】フリーリレー4位（小笠原・石田か・石田こ・杉浦）、メドレーリレー3位（小笠原・石田か・石田こ・杉浦）

平成26年度愛知県高等学校水泳選手権大会
女子【２００ｍ】自由形3位杉浦 4位石田こ メドレーリレー4位（石田か・小笠原・杉浦・石田こ）
フリーリレー3位（杉浦・小笠原・石田か・石田こ）
女子【５０ｍ】平泳ぎ2位小笠原、背泳ぎ3位杉浦・6位菅沼 自由形6位石田か バタフライ4位及部
2014/7/31
【１００ｍ】平泳ぎ4位小笠原 自由形3位石田か 4位石田こ
男子【５０ｍ】背泳ぎ3位山口
【１００ｍ】平泳ぎ5位小田桐、バタフライ4位原田
【２００ｍ】自由形5位原田

第６８回愛知県高等学校総合体育大会水泳競技
出場：１00ｍ、２００ｍバタフライ原田
１００ｍ、２００ｍ平泳ぎ小笠原
１００ｍ自由形石田こ
2014/6/28
２００ｍ、４００ｍ自由形杉浦
４００ｍ個人メドレー尾川
４００ｍフリーリレー（杉浦・石田か・尾川・石田こ）
４００ｍメドレーリレー（杉浦・小笠原・尾川・石田か）

第６８回愛知県高等学校総合体育大会水泳競技東三河地区予選会
女子総合三位
400mﾌﾘｰﾘﾚｰ5位(杉浦･石田か･尾川･石田こ)
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ5位(杉浦･小笠原･尾川･石田か)
2014/6/21
400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ2位尾川
200m平泳ぎ2位･100m平泳ぎ7位小笠原
200m自由形1位･400m自由形4位杉浦
200m自由形2位･100m自由形5位石田こ
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ7位･100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ12位原田

平成２５年度
平成２５年度愛知県高等学校新人大会水泳競技
女子出場
【５０ｍ】
自由形 石田楓 石田梢
【200m】
自由形 太田恵梨
背泳ぎ 内藤唯衣
2013/9/21 平泳ぎ 小笠原由羽
個人メドレー 菅沼百花 高丸真美
【400mフリーリレー】
石田 石田 小笠原 太田
男子出場
【100m】
バタフライ 原田晃

平成２５年度愛知県高等学校商業科体育大会水泳競技
女子総合優勝！
【50m】
自由形 2位 生駒
【100m】
背泳ぎ 3位 石田か
平泳ぎ 1位 小笠原 3位 太田
自由形 2位 生駒 3位 石田こ
2013/9/7 【200m】
背泳ぎ 3位 菅沼
平泳ぎ 2位 小笠原 3位 林
自由形 1位 石田こ
個人メドレー 3位尾川
男子
【200m】
自由形 2位原田

平成２５年度東三河高等学校水泳選手権大会
女子
【50m】
バタフライ 4位 尾川
背泳ぎ 6位 石田か
平泳ぎ 4位 小笠原
【100m】
2013/7/31
バタフライ 2位 尾川
背泳ぎ 3位 石田こ 5位 内藤
平泳ぎ 2位 小笠原 4位 太田 6位 林
自由形 3位 石田こ 6位 石田か
【200m】
自由形 3位 太田 4位 高丸
個人メドレー 5位 菅沼

第６７回愛知県高等学校総合体育大会水泳競技大会
出場
女子 400mメドレーリレー(石田・太田・尾川・生駒)
400mフリーリレー(生駒・石田・石田・尾川)
2013/6/29
50m、100m自由形 生駒
100m、200mバタフライ 尾川
200m平泳ぎ 小笠原
50m、200m自由形 石田
男子 200mバタフライ 原田

第６７回愛知県高等学校総合体育大会水泳競技東三河地区予選会
女子：総合 ４位
400mフリーリレー 5位 (石田・小笠原・尾川・生駒)
400mメドレーリレー 5位 (石田・石田・尾川・生駒)
200mバタフライ 2位 尾川
2013/6/22
100mバタフライ 4位 尾川
200m平泳ぎ 3位 小笠原
50m自由形 6位 生駒 8位 石田
100m自由形 4位 生駒
以上県大会出場

