ワープロ部
平成３０年度
平成３０年度夏季愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会
団体：ワープロ速度の部 ３年生の部 ６位（松下亜由佳、今井佑菜、平田愛華）
２年生の部 ５位（加藤理也、細井慧）
ワープロ文書の部 ３年生の部 ３位（平田秋菜、大竹美晴、横幕彩乃）
2018/7/21
２年生の部 ３位（島田祐里、松谷萌香）
個人：ワープロ速度の部 ３年生の部 佳良４＝平田愛華
ワープロ文書の部 ３年生の部 ５位＝横幕彩乃、６位＝大竹美晴、佳良２＝平田秋菜
ワープロ文書の部 ２年生の部 佳良１＝島田祐里

2018/6/2

第６５回全国高等学校ワープロ競技大会愛知県予選会
団体：ワープロ文書の部 ２位（仲柴あい、平田秋菜、横幕彩乃）
個人：ワープロ速度の部 佳良の６席・正確賞＝平田愛華
ワープロ文書の部 ３位＝仲柴あい、４位＝平田秋菜、佳良の４席＝横幕彩乃

平成２９年度
平成２９年度春季愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会
団体：ワープロ文書 ２年生の部 準優勝（平田秋菜、仲柴あい、横幕彩乃）
2018/3/21
ワープロ文書 １年生の部 ３位 （金田篤武、島田祐里、加藤理也）
個人：ワープロ文書 ２年生の部 ２位＝仲柴あい、６位＝平田秋菜
ワープロ文書 １年生の部 ６位＝加藤理也
第２４回愛知県高等学校ワープロ競技新人大会
団体：ワープロ文書 ２年生の部 準優勝＝平田秋菜、仲柴あい、横幕彩乃
2018/2/11
ワープロ文書 １年生の部 準優勝＝金田篤武、島田祐里、加藤理也
個人：ワープロ文書 ２年生の部 ３位＝横幕彩乃、５位＝仲柴あい、６位＝平田秋菜
ワープロ文書 １年生の部 ２位＝島田祐里、６位＝加藤理也、佳良＝金田篤武
平成２９年度冬季愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会
団体：ワープロ文書 ２年生の部 準優勝（平田秋菜、仲柴あい、小林眞梓蕗）
2017/12/16
ワープロ文書 １年生の部 準優勝（金田篤武、鎌倉新太、加藤理也）
個人：ワープロ文書 ２年生の部 ３位＝平田秋菜、５位＝仲柴あい
ワープロ文書 １年生の部 ６位＝金田篤武

2017/11/4

第３９回東海地区高等学校商業実務総合競技大会
団体：ワープロ速度 ２０位（榊原悠華、富澤仁美、石渡大夢）

第６２回愛知県高等学校商業実務総合競技大会
団体：ワープロ速度 第６位（榊原悠華、富澤仁美、石渡大夢）
2017/7/22
ワープロ文書 準優勝（仲柴あい、横幕彩乃、平田秋菜）
個人：ワープロ文書 第３位＝仲柴あい、第６位＝横幕彩乃
平成２９年度夏季愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会
団体：ワープロ速度 ２年生の部 ６位（平田愛華、大竹美晴、松下亜由佳）
2017/7/22
ワープロ文書 ３年生の部 優勝（榊原悠華、仲柴あい、富澤仁美）
ワープロ文書 ２年生の部 ４位（横幕彩乃、平田秋菜、小林眞梓蕗）
個人：ワープロ文書 ３年生の部 優勝＝榊原悠華、３位＝仲柴あい、４位＝富澤仁美

平成２８年度
平成28年度春季愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会
団体：ワープロ速度 ２年生の部 ５位 （石渡大夢、半田亮太、平田愛華）
ワープロ文書 ２年生の部 準優勝（富澤仁美、仲柴あい、横幕彩乃）
2017/3/18
ワープロ文書 １年生の部 準優勝（小林眞梓蕗、平田秋菜、大竹美晴）
個人：ワープロ文書 ２年生の部 準優勝＝仲柴あい、３位＝富澤仁美、佳良１＝横幕彩乃
ワープロ文書 １年生の部 ３位＝大竹美晴、６位＝平田秋菜、佳良１＝小林眞梓蕗

第２３回愛知県高等学校ワープロ競技新人大会
団体：ワープロ文書 ２年生の部 ３位（榊原悠華、富澤仁美、横幕彩乃）
2017/2/11
ワープロ文書 １年生の部 準優勝（仲柴あい、小林眞梓蕗、平田秋菜）
個人：ワープロ文書 ２年生の部 佳良２＝榊原悠華、佳良３＝富澤仁美
ワープロ文書 １年生の部 優勝＝仲柴あい、佳良１＝小林眞梓蕗
平成２８年度冬季愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会
団体：ワープロ速度 ２年生の部 ６位（石渡大夢、半田亮太、今井佑奈）
2016/12/24
ワープロ文書 ２年生の部 優勝（榊原悠華、富澤仁美、横幕彩乃）
個人：ワープロ文書 ２年生の部 準優勝＝榊原悠華、佳良１＝富澤仁美

2016/11/5

第３８回東海地区高等学校商業実務総合競技大会
出場＝石渡大夢、富澤仁美、榊原悠華、半田亮太

2016/9/3

第６１回愛知県高等学校商業実務総合競技大会
団体：ワープロ速度の部 ６位（伊與田果穂、寺岡比奈野、船井悠花）
ワープロ文書の部 優勝（山本綾音、山口彩、榊原悠華）
個人：ワープロ速度の部 正確賞＝伊與田果穂
ワープロ文書の部 優勝＝山本綾音、４位＝山口彩、佳良２榊原悠華

平成２８年度夏季愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会
団体：ワープロ速度
３年生の部 ４位（伊與田果穂、船井悠花、寺岡比奈野）
ワープロ速度
２年生の部 ５位（石渡大夢、半田亮太、今井佑菜）
2016/7/22
ワープロ文書作成３年生の部 ３位（大森美桜、渡邉香帆、山本綾音）
個人：ワープロ速度
３年生の部 佳良１＝伊與田果穂、佳良４＝船井悠花
ワープロ文書作成３年生の部 ５位＝大森美桜
ワープロ文書作成２年生の部 ５位＝榊原悠華、６位＝富澤仁美

2016/6/4

第６３回全国高等学校ワープロ競技大会愛知県予選会
団体：ワープロ速度の部 ３位（船井悠花、伊與田果穂、寺岡比奈野）
ワープロ文書の部 ２位（榊原悠華、渡邉香帆、大森美桜）
個人：ワープロ速度の部 ５位・正確賞＝船井悠花、６位＝伊與田果穂、
佳良の７席＝寺岡比奈野、正確賞＝山本綾音、石渡大夢
ワープロ文書の部 ５位＝榊原悠華、６位＝渡邉香帆、
佳良の２席＝大森美桜、佳良の３席＝富澤仁美、佳良の４席＝山口彩

平成２７年度
平成２７年度春季愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会
ワープロ速度の部２年生団体の部：６位（伊與田果帆、渡邉香帆、石川くるみ）
ワープロ文書の部２年生団体の部：２位（山口彩、高田香佳、山本綾音）
2016/3/19
ワープロ文書の部１年生団体の部：３位（榊原悠華、富澤仁美）
ワープロ速度の部２年生個人の部：６位＝伊與田果帆
ワープロ文書の部２年生個人の部：４位＝山本綾音、５位＝山口彩
ワープロ文書の部１年生個人の部：２位＝榊原悠華、５位＝富澤仁美

第２２回愛知県高等学校ワープロ競技新人大会
ワープロ速度の部２年生団体の部：５位（船井悠花、山本綾音、髙田香佳）
ワープロ文書の部２年生団体の部：２位（伊與田果穂、大森美桜、寺岡比奈野）
2016/2/22
ワープロ文書の部１年生団体の部：優勝（榊原悠華、富澤仁美、半田亮太）
ワープロ速度の部２年生個人の部：佳良１＝船井悠花、佳良４＝山本綾音、正確賞＝山本綾音
ワープロ文書の部２年生個人の部：４位＝伊與田果穂、６位＝大森美桜、佳良２＝寺岡比奈野、佳良３＝山本紗愛
ワープロ文書の部１年生個人の部：２位＝榊原悠華、３位＝富澤仁美、６位＝半田亮太

平成２７年度冬季愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会
団体
ワープロ文書の部：優勝＝山本綾音、船井悠花、高田香佳
ワープロ速度１年生の部：６位＝石渡大夢、半田亮太、富澤仁美
2015/12/19
ワープロ速度２年生の部：３位＝伊與田果穂、寺岡比奈野、石川くるみ
個人
ワープロ速度２年生の部：３位＝伊與田果穂、佳良２＝寺岡比奈野、正確賞＝石川くるみ
ワープロ文書の部：友松＝山本綾音、準優勝＝船井悠花、５位＝高田香佳

2015/11/7

第37回東海地区高等学校商業実務総合競技大会
団体
ワープロの部団体の部：１９位＝伊與田果穂、寺岡比奈野、船井悠花

2015/9/5

第６０回愛知県高等学校商業実務総合競技大会
個人
ワープロ速度の部：佳良の４席＝伊與田果穂
ワープロ文書の部：２位＝久野優華 ５位＝坂名美月 佳良の２席＝生天目光一
団体
ワープロ速度の部：５位＝伊與田果穂、白坂麻菜美、寺岡比奈野
ワープロ文書の部：２位＝久野優華、坂名美月、生天目光一

平成２７年度夏季愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会
団体：ワープロ文書３年生の部 準優勝
ワープロ文書２年生の部 優勝
2015/7/11
個人：ワープロ速度３年生の部 正確賞＝白坂麻菜美、佐野結香
ワープロ速度２年生の部 佳良１＝寺岡比奈野
ワープロ文書３年生の部 ５位＝生天目光一 ６位＝坂名美月
ワープロ文書２年生の部 優勝＝船井悠花
６位＝山口彩

2015/6/6

佳良１＝中村そのか
佳良１＝山本綾音、高田香佳

第６２回全国高等学校ワープロ競技大会愛知県予選会
団体：ワープロ文書の部 ４位
個人：ワープロ速度の部 正確賞＝山本綾音
ワープロ文書の部 ６位＝鈴木彩菜

平成２６年度
平成２６年度冬季愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会
団体：ワープロ速度２年生の部 第５位
個人：佳良・正確賞 白坂麻菜美、正確賞 中村そのか
2014/12/13
ワープロ速度１年生の部 第４位
佳良 船井悠花
ワープロ文書２年生の部 第３位
第５位 久野優華、佳良 坂名美月
ワープロ文書１年生の部 準優勝
山本紗愛、第５位 石川くるみ,佳良 高田香佳,佳良 山口彩

2014/9/6

第５９回愛知県高等学校商業実務総合競技大会
個人
ワープロ速度 正確賞：北川航平
ワープロ文書 ２位：中村そのか、３位：竹村咲耶、５位：久野優華、佳良４：今井優理
団体
ワープロ文書の部 優勝

平成２６年度愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会
ワープロ速度 ３年生の部 ６位（谷口・北川・柴田・船井・伊與田・山本）
2014/7/12
ワープロ文書 ３年生の部 ２位（今井・上山・小林・竹村・黒栁・生天目）
ワープロ文書 ２年生の部 ２位（中村・坂名・鈴木・久野・佐野・白坂）

2014/6/7

第６１回全国高等学校ワープロ競技大会愛知県予選会
ワープロ文書の部 ５位

平成２５年度
平成２５年度春季愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会
ワープロ速度１年生の部 第６位
2014/3/15
ワープロ文書２年生の部 準優勝
ワープロ文書１年生の部 優勝
ワープロ速度２年生の部 正確賞 北川航平
ワープロ速度１年生の部 佳良４ 中村そのか
第２０回愛知県高等学校ワープロ競技新人大会
ワープロ文書の部２年生の部 ２位
ワープロ文書の部１年生の部 優勝
2014/2/11
ワープロ文書の部２年生の部 ３位上山琴音
〃
４位今井優理
ワープロ文書の部１年生の部 優勝生天目光一
〃
３位中村そのか
〃
６位久野優華

平成２５年度冬季愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会
ワープロ速度１年生の部 第６位
ワープロ文書２年生の部 優勝
ワープロ文書１年生の部 準優勝
ワープロ速度１年生
佳良５ 白坂麻菜美
ワープロ文書２年生
優勝 竹村咲耶
2013/12/21
〃
第４位 今井優理
〃
第５位 小林加奈
ワープロ文書１年生
第４位 久野優華
〃
第６位 鈴木彩菜
〃
佳良１ 佐野結香
〃
佳良２ 坂名美月

平成２５年度夏季愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会
ワープロ文書３年生の部 優勝
2013/7/14
ワープロ文書２年生の部 優勝
ワープロ文書３年生の部 ３位若山紫菜野 ５位渡會麻美子
ワープロ文書２年生の部 ３位上山琴音 ４位今井優理

2013/6/1

第６０回全国高等学校ワープロ競技大会愛知県予選会
ワープロ文書の部 団体の部 ５位
ワープロ文書の部 個人の部 準優勝 鈴木夢乃

