
クラブ・同好会等 年月日（曜日） 出場大会等 氏名等 結果等
写真等
リンク

硬式テニス部 2015.3/29(日) 春季会長杯争奪選手権
2E鈴木理央&2E前田浩丞
2C村上颯太&顧問・空健太

ベスト16

ベスト16

陸上競技部 2015.4/11(土) 岐阜県春季陸上記録会

5E尾崎智弘
3C蜂谷敏志
4M西野和希
3M戸崎太星

男子一般高校三段跳1位
男子一般高校三段跳5位

男子一般円盤投1位・ハンマー投1位
男子高校円盤投2位

陸上競技部 2015.4/18(土) 岐阜県春季陸上競技大会
3A後藤　壮
2C岩井　茜

男子110mJH3位
女子一般高校砲丸投8位

サッカー部
2015.4/18(土)

-29(祝)
高校総体岐阜地区予選 6位、県大会出場権獲得

硬式テニス部 2015.4/19(日) 高校総体岐阜地区予選個人ダブルス 3E鈴木理央&3E前田浩丞 ブロック準優勝

硬式テニス部 2015.4/25(土)
高校総体岐阜地区予選

団体戦

1回戦　対山県高校　勝利
2回戦　対岐南工業高校　勝利

県大会出場権獲得

バドミントン部 2015.4/25(土) 高校総体岐阜地区予選個人戦 3C岡田萌花3A渡邉悠加 女子複5位、県大会出場権獲得

卓球部 2015.4/25(土) 高校総体岐阜地区予選
男子
女子

優勝、推薦枠含め5位で県大会出場権獲得
推薦枠で県大会出場権獲得

硬式テニス部 2015.4/26(日)
高校総体岐阜地区予選

個人シングルス
3E鈴木理央 ブロック準優勝

硬式テニス部 2015.4/26(日) 本巣市シングルス大会

4C白木健太
4A國枝桂祐
4C橋口喬太

Aブロック準優勝

Aブロックベスト8

Bブロックベスト8

ソフトテニス部
2015.4/25(土)

4/26(日)
高校総体岐阜地区予選

　　2A戸崎洸平3A森温輝　ベスト4

　　3M末松孝太2A松尾泰我　ベスト16

　　2A高尾友貴3A細野竜一　ベスト32

　　3A横山航平3C西垣亮平　ベスト48

県大会出場権獲得

柔道部 2015.4.26(日) 高校総体岐阜地区予選

3C大内誠直

1M牛丸克幸

2E加納諒一

3C中井満輝

1E日下部完

1M松久　聖

以下、県大会出場権獲得
60kg級　5位

66kg級　5位

73kg級　スーパーシード

81kg級　5位

90kg級　優勝

90kg級　準優勝

バドミントン部 2015.4/29(祝) 高校総体岐阜地区予選団体戦 女子 3位、県大会出場権獲得

バレーボール部 2015.4/29(祝)
スプリングチャレンジカップ

2部C
男子

1回戦 対恵那農業高校　25-21/25-14

2回戦 対高山工業高校　23-25/16-25

クラブ-活躍の記録-（平成27年度　H27年3月末～現在まで、東海地区高専体育大会は別表参照)



3M戸崎太星
3C深尾僚太郎
2D日置智則
3M蜂谷敏志
3D西脇一輝
3C末松杏介
3A檜山佳希
2E遠藤大介
2A安江歩夢
3A根本一樹

6位以上は県大会出場権獲得

男子円盤投1位

男子1500m2位

男子400m3位

男子三段跳3位

男子100m4位

男子1500m4位

男子走り幅跳4位

男子走り幅跳5位

男子やり投5位

男子3000mSC6位

2E遠藤大介
2A安江歩夢

2D日置智
2C岩井　茜

三段跳7位

砲丸投7位

400mH8位

女子砲丸投8位

バスケットボール部
2015.5/2(土)

5/3(日)
高校総体岐阜地区予選 男子

優勝、推薦枠含め5位で県大会出場権獲得

対各務原西高校　67-46

対岐山高校　89-46

対岐阜工業高校　58-56

卓球部 2015.5/3(日) 岐阜県団体卓球選手権大会
男子A

男子B

女子

2回戦敗退

1回戦勝利、2回戦敗退

2回戦勝利、3回戦敗退

硬式テニス部 2015.5/4(祝) 岐阜県クラブ対抗テニス大会 ダブルス3組参加 1回戦敗退
硬式テニス部 2015.5/5(祝) 高校総体県大会団体戦 ベスト8

ハンドボール部 2015.5/6(祝) 高校総体岐阜地区予選 対羽島北高校8-9

男子
対岐阜北高校　25-21/25-20

⇒県大会出場権獲得

女子
対岐阜東高校　7-25/1-25

対鶯谷高校  25-15/25-15

バドミントン部
2015.5/9(土)

5/10(日)
高校総体県大会個人戦 3C岡田萌花3A渡邉悠加 2回戦敗退

3C桐山友香理
女子個人戦優勝

⇒全国大会出場権獲得
横断幕作成

男子団体（2C樋口，3E玉田，3D松本）
女子個人1A川尾
女子個人1M梅田

予選リーグ1勝2敗
予選リーグ2敗1不戦勝

予選リーグ1勝2敗

柔道部 2015.5/10(日) 高校総体県大会団体戦 男子 ベスト8

サッカー部 2015.5/16(土) 高校総体県大会 1回戦　対大垣工業高校　0-2

バドミントン部 2015.5/16(土) 高校総体県大会団体戦 女子 ベスト8

囲碁将棋部 2015.5/10(日) 全国高校将棋選手権大会岐阜県大会

バレーボール部 2015.5/9(土) 高校総体岐阜地区予選

陸上競技部
2015.5/2(土)

5/3(日)
高校総体岐阜地区予選



ソフトテニス部 2015.5/16(土) 高校総体県大会

　　2A戸崎洸平3A森温輝
　　3M末松孝太2A松尾泰我
　　2A高尾友貴3A細野竜一
　　3A横山航平3C西垣亮平

ベスト32

ベスト64

1回戦敗退

1回戦敗退

柔道部 2015.5.17(日) 高校総体県大会 1M牛丸克幸

2E加納諒一

以下、東海地区大会出場権獲得
66kg級　準優勝

73kg級　準優勝

ラグビー部
2015.5/10(日)

-24(日)
高校総体県大会

対岐南工業高校0-76

対可児工業高校5-10

2015.5/23(土) 高校総体県大会団体戦
男子
女子

県ベスト16

県ベスト8

2015.5/24(土) 高校総体県大会個人戦

男子ダブルス3D児島3C木塚

男子シングルス3D児島

                            3E三田村

                         3E山越

                         3C木塚

女子シングルス3C山本(香)

　　　　　　　　　  3C山本(彩)

1回戦敗退

2回戦敗退

2回戦敗退

1回戦敗退

1回戦敗退

県ベスト16

1回戦敗退

バレーボール部 2015.5.24(日) 高校総体県大会 男子 対益田清風高校　12-25/13-25

3A後藤　壮
3M戸崎太星

3D西脇一輝・3C深尾僚太郎・
3A後藤壮・2D日置智則

以下、東海地区大会出場権獲得
男子400mH1位・110mH4位

男子円盤投4位・ハンマー投6位

男子4×400m3位

3E伊禮悠平 男子やり投8位

4E荒井大嗣

5C井尾和樹

5E後藤康人

3M大坂磨秋

以下、東海ジュニア出場権獲得
男子60kg級　優勝

男子73kg級　優勝

男子90kg級　優勝

男子100kg超級　優勝
4D傍島美月 女子70kg級　2位

4E荒井大嗣
一般男子60kg級　優勝
⇒国体出場権獲得予定

横断幕作成

4D傍島美月 一般女子70kg級　3位
美術部 2015.6.12(金) 第69回岐阜県美術展青年部 1A山下明日香 写真部門入選

4E荒井大嗣

4M山下勝也

5C井尾和樹

5D三井翔也

5E後藤康人

3M大坂磨秋

2C奥村泰大

男子60kg級　優勝

男子60kg級　準優勝

男子81kg級　優勝

男子81kg級　準優勝

男子81kg超級　優勝

男子81kg超級　優勝
男子無段の部　準優勝

4D傍島美月 女子70kg級　準優勝

ソフトテニス部
2015.6/27(土)

-28(日)
国体1次地区予選少年の部 　　2A戸崎洸平3A森温輝 優勝⇒2次県選考出場権獲得

卓球部

柔道部 2015.5/31(日）
全日本ジュニア柔道体重別

選手権大会岐阜県予選

陸上競技部
2015.5/22(金)

-5/24(日)
高校総体県大会

柔道部 2015.6/14(日） 岐阜県学生柔道個人選手権

柔道部 2015.6/7(日）
岐阜県柔道体重別

選手権兼国体選考会



コンピュータ倶楽部 2015.6/27(土) プログラミングコンテスト予選
課題部門
競技部門

予選通過⇒本選出場権獲得
予選通過⇒本選出場権獲得

ラグビー部 2015.6/27(土) 全国高校7人制大会岐阜県予選

7位タイ

1回戦　対本巣松陽高校19-14

2回戦　対岐南工業高校0-17

敗者戦　対可児工業高校12-29

水泳部
2015.6/27(土)

-28(日)
高校総体県大会

男子

3M河野真輝

2D本田優希

3D大野雄基
 3D大野雄基2D水野優希1D山本凌3M河野真輝

2D本田優希1D山本凌3D大野雄基3M河野真輝

 2A前田かれん

総合7位
以下、東海地区大会出場権獲得

男子200m背泳準優勝、男子100m背泳5位
男子200m背泳8位

男子400m個人M4位、男子200m個人M5位
男子400mメドレーリレー7位
男子800mメドレーリレー6位

女子200m平泳ぎ5位、女子100m平泳ぎ4位
バスケットボール部 2015.6/28(日) 岐阜県学生選手権 男子2部 2位

演劇部
2015.7.3(金)-

7/4(土)
外部単独公演

アンチメリーゴーランド
Kick The Can

テニス部 2015.7/4(土) 岐阜地区総合体育大会 男子団体 3位

陸上競技部
2015.7/4(土)

-7/5(日)
東海陸上競技選手権県大会

3A後藤　壮
5C大江敦哉
3M戸崎太星
3E伊禮悠平

以下、東海選手権大会出場権獲得
男子400mH4位

男子砲丸投6位、男子円盤投8位

男子円盤投7位

男子やり投8位

柔道部 2015.7/12(日）
全日本ジュニア柔道体重別
選手権大会東海地区予選

4E荒井大嗣

5C井尾和樹

5E後藤康人

3M大坂磨秋

男子60kg級　2位

男子73kg級　3位

男子90kg級　3位

男子100kg超級　4位

水泳部
2015.7/17(金)

-19(日)
東海地区高校総体

男子
3M河野真輝

総合24位
男子200m背泳ぎ8位

テニス部 2015.7.25(土) 岐阜県学生新人テニス大会
1D林　誠也

1C藤原悠真
優勝
3位

囲碁将棋部 2015.7.28(火) 全国高校将棋選手権大会 3C桐山友香理 女子個人戦予選リーグ2勝2敗(85名中53位)

サッカー部 2015.8.1(土) 全国高専サッカー選手権東海地区大会 5E若原健人 優秀選手賞

水泳部
2015.8/1(土)

-2(日)
岐阜県選手権大会

4E浅井祐輝

4E浅井祐輝

男子50m平泳ぎ12位
男子100m平泳ぎ15位

吹奏楽部 2015.8/8(土) 岐阜県吹奏楽コンクール大学の部
団体

4C清水里都季
銀賞

きらめき賞
卓球部 2015.8.15(土) 岐阜県市民卓球大会高校の部 1C守谷日菜 女子シングルス3位
卓球部 2015.8.18(火) 全日本卓球選手権岐阜地区予選ジュニアの部 2C諸橋果歩1M大塚友貴1E後藤篤広 県大会出場権獲得

囲碁将棋部
2015.8.24(月)

-26(水)
全国高専将棋大会 3C桐山友香理 女子個人戦優勝 横断幕作成



陸上競技・ソフトテニス・
卓球・柔道・剣道・水泳

2015.8.19(水)

-30(日)
全国高専体育大会

柔道　男子団体
柔道　4E荒井大嗣

柔道　5C井尾和樹

柔道　5E後藤康人

柔道　5M渋谷知加

柔道　4D傍嶋美月

水泳　3M河野真輝

陸上　4A関谷有紗加4A小倉ひかる

5A浅野奈美3C原美幸

男子団体戦優勝
男子個人戦60kg級優勝(2連覇)

男子個人戦73kg級優勝

男子個人戦90kg超級優勝

女子個人戦48kg級優勝

女子個人戦63kg超級優勝(4連覇)

男子200m背泳ぎ優勝(2連覇)

女子4×100mR優勝

横断幕作成

水泳部 2015.8/29(土) 岐阜県高校新人競技大会

1A細川貴子

1D宮脇敦士

1C上谷　涼

1C上谷　涼

女子100m背泳ぎ10位
男子50m自由形12位
男子50m自由形46位
男子100m自由形48位

男子団体戦
1回戦4-1岐阜聖徳学園高校

2回戦5-0各務原西高校
→県大会出場権獲得

2M奥田貴斗2A河村優明

2D星野司行2C小塩将寛

2D正村凌雅2C岩田健吾

2D奥田貴斗

2D星野司行

2C岩田健吾

1D林　誠也

男子個人戦ダブルス2ブロック準優勝

男子個人戦ダブルス5ブロック準決勝

男子個人戦ダブルス6ブロック準決勝

男子個人戦シングルス1ブロック準決勝

男子個人戦シングルス9ブロック準決勝

男子個人戦シングルス3ブロック準決勝

男子個人戦シングルス5ブロック準決勝

2D日置智則
2M三宅悠暉
2A安江歩夢

2D井藤修也2M三宅悠暉2D日置智則2E遠藤
大介

以下、東海高校新人選手権大会出場権獲得
男子400m2位

男子100m3位

男子やり投4位

男子4×100m6位

男子トラック得点
2C岩井茜

2A和田美紀

8位

女子砲丸投7位

女子3000m8位

テニス部 2015.9.9(土)
岐阜県高校新人大会

兼全国選抜高校大会県予選
男子団体戦

1回戦3-2多治見北高校
2回戦0-3県立岐阜商業高校(県ベスト8)

卓球部 2015.9.26(土) 岐阜地区高校総体学校対抗の部
男子1部

女子2部
2回戦
優勝

サッカー部 2015.4.11-10.3 高円宮杯U-18岐阜県G2リーグ 0勝11敗
Aチーム 2回戦4-7石川高専A

Bチーム

1回戦5-0沼津高専A

2回戦8-6石川高専B

3回戦6-9鈴鹿高専B

技術賞、審査員推薦で全国大会出場権獲得

柔道部 2015.10/4(日） 岐阜地区高校総体
男子団体A

男子団体B

準優勝
準優勝

卓球部 2015.10/4(日） 全日本卓球選手権県予選 1M大塚友貴 2回戦

陸上競技部
2015.9/12(土)

-13(日)
岐阜県高校新人選手権

テニス部
2015.8.29(土)

-9/12(土)
岐阜県高校新人大会

兼全国選抜高校大会岐阜地区予選

ロボット研究会 2015.10.4(日) ロボットコンテスト東海北陸地区大会



卓球部 2015.10/11(日） 岐阜市卓球選手権大会

3D小島亮平

2C諸橋果歩

3D小島亮平1M大塚友貴

男子シングルス　ベスト8

女子シングルス　ベスト8

男子ダブルス　ベスト8

囲碁将棋部 2015.10/11(日) 全国高文連将棋新人大会岐阜県大会 1M梅田佳歩
女子個人戦準優勝

⇒全国大会出場権獲得
空手同好会 2015.10/11(日） 岐阜県空手道選手権大会 3E松本崇宏 少年形の部　準優勝

コンピュータ倶楽部 2015.10/12(日) 全国高専プログラミングコンテスト 課題部門 敢闘賞

陸上競技部 2015.10/12(祝) 岐阜地区高校総体
男子総合成績

男子トラックの部
男子フィールドの部

準優勝
2位

1位
バドミントン部 2015.10/18(日) 岐阜県新人大会岐阜地区予選 男子団体 2位→県大会出場権獲得

合唱部 2015.10/18(日) 本巣市ハーモニーフェスティバル 参加して演奏

テニス部 2015.10.24(土) 岐阜県高体連強化合同ダブルス予選

2C岩田健吾2C小塩将寛

2M奥田貴斗2A河村優明

1C藤原悠真1M川井竜雅

ブロック優勝→本選県大会出場権獲得
ブロック準優勝
ブロック準優勝

サッカー部
2015.10/17(土)

-24(土)
全国高校選手権岐阜県大会 3回戦敗退(ベスト32)

バドミントン部 2015.10/24(土) 岐阜県新人大会岐阜地区予選

1C宮川大和1M渡辺聡史

2A岡田僚太郎2E馬場恵助

2E馬場恵助

1C宮川大和

2A岩井蛍2A大里柚

2A大里柚

以下県大会出場権獲得
男子ダブルス3位

男子ダブルスベスト8

男子シングルス2位

男子シングルスベスト8

女子ダブルス9-12位

女子シングルス9-10位

ハンドボール部 2015.10/24(土) 岐阜地区高校総体
1回戦

2回戦

対鶯谷高校26-10

対市岐商10-50

水泳部 2015.10/31(土) 岐阜地区高校総体

3M河野真輝

1D山本凌
 1D宮脇敦士1C上谷涼1D山本凌1D川瀬敬弘

 2A前田かれん

男子50m自由形2位、100m自由形4位、
200m自由形5位

男子200m個人メドレー2位、100mバタフライ3位
男子200mメドレーリレー6位

女子50mバタフライ2位、100m平泳ぎ5位
卓球部 2015.10/31(土） 県高校新人大会岐阜地区順位決定戦 男子団体 5位(14チーム中)

男子

対大垣東高校　18-25/25-21/25-20

対関商工高校　12-25/11-25

女子 対郡上北高校　9-25/9-25

柔道部 2015.11/1(日） 岐阜県学生柔道優勝大会
男子団体
女子団体

優勝
3位

テニス部 2015.11/1(日) 秋季会長杯争奪大会
3E鈴木理央

3D前田浩丞

ベスト16

ベスト16

卓球部 2015.11/1(日) 全日本卓球選手権岐阜県予選ジュニアの部 2C諸橋果歩1M大塚友貴1E後藤篤広 上位進出無

テニス部 2015.11/3(祝) 本巣市テニス大会

4E原希弥4A広瀬有樹

4E大野開世4A國枝佳祐

4C橋口喬太3C高橋広大

優勝
4位

ベスト8

テニス部 2015.11/3(祝) 高体連強化合同ダブルス本選 2C岩田健吾2C小塩将寛 ベスト32

バレーボール部 2015.11/1(日) 全日本高校選手権岐阜県代表決定戦



柔道部 2015.11/3(祝） 岐阜県柔道形選手権大会 2A堀了也2C奥村泰大 投の形高校の部準優勝

ラグビー部 2015.11/8(日) 東海地区高専体育大会 決勝戦
対鳥羽高専36-6

→全国高専体育大会出場権獲得

ハンドボール部 2015.11/8(日) 岐阜県新人大会岐阜地区予選
対羽島北高校39-13

→県大会出場権獲得

ESS 2015.11/14(土)
東海北陸地区高専スピーチ

コンテスト
3D岩切萌 入賞ならず

卓球部 2015.11/21(土） 県高校新人大会 男子団体 1回戦
ロボット研究会 2015.11/22(日) ロボットコンテスト全国大会 1回戦2-4大分高専

陸上競技部 2015.11/29(日) 瑞穂本巣北方駅伝競走大会
岐阜高専A

岐阜高専B

岐阜高専

男子高校の部優勝
男子高校の部準優勝

一般高校女子の部優勝

陸上競技部 2015.12/12(土) 岐阜地区高校総体駅伝競走の部 岐阜高専 男子高校の部2位
卓球部 2015.12/12(土） 県選手権大会 1M大塚友貴 2回戦

コンピュータ倶楽部 2015.12/12(土) 学生による地域問題解決提案事業成果報告会 都市工学研究室と連名受賞 第1会場2位

卓球部 2015.12/19(土） 岐阜地区チャンスカップ大会
1E飛鳥浩伸

1C守谷日菜

ベスト16

3位
陸上競技部 2015.12/19(土) 朝日月例長距離競争大会 1C神田尚輝 男子3000m3位

ESS 2015.12/21(月)
全校高専英語プレゼンテーション

コンテスト予選

2K恒本航平

1S田中悠貴

3M有薗　舜
ビデオ審査通過⇒本大会出場権獲得

陸上競技部 2015.12/27(日) 西日本地区高専駅伝競走大会
岐阜高専男子

2A寺田美希

第3位・躍進賞

女子3kmロードレース1位
バドミントン部 2015.12/27(日) 岐阜地区バドミントン大会 2A小林祐也2E馬場恵助 高校男子ダブルス2位
ラグビー部 2016.1/4(月) 全国高専体育大会 1回戦 対津山高専7-45

バレーボール部 2016.1/16(土) 岐阜県新人大会岐阜地区予選 男子

対羽島北高校　11-25/15-25

対富田高校　25-20/25-22

⇒県大会出場権獲得

陸上競技部 2016.1/23(土) 朝日月例長距離競争大会 2A寺田美希 女子3000m2位

ESS
2016.1/23(土)-

24(日)

全校高専英語プレゼンテーション
コンテスト

2K恒本航平

1S田中悠貴

3M有薗　舜

プレゼンテーション部門1位
⇒文部科学大臣賞受賞

横断幕作成

演劇部
2016.1/23(土)-

24(日)
瑞穂演劇祭2016 Doll

吹奏楽部 2016.1/24(日) 第49回定期演奏会
2E加納諒一 男子73kg級優勝→全国大会出場権獲得
1M牛丸克幸

1E日下部完

男子81kg級準優勝

男子無差別級3位

囲碁将棋部
2016.1/28(木)-

30(土)
全国高文連将棋新人大会 1M梅田佳歩 女子個人戦予選2勝3敗

バレーボール部 2016.1/30(土) 岐阜県新人大会 男子

対大垣東高校　21-25/25-23/25-21

対多治見工業高校　16-25/23-25

柔道部 2016.1/24(日） 全国高校選手権岐阜県予選



ラグビー部 2016.2/6(土) 岐阜県高校10人制ラグビー新人大会
対岐阜第一高校  14-5

対合同A  7-28

→東海高校交流大会出場権獲得
バドミントン部 2016.2/6(土) 岐阜県高校生バドミントン大会 岐阜高専A 高校男子団体第3位
バドミントン部 2016.3/20(日) 各務原市総合選手権バドミントン大会 2E馬場恵助2A岡田僚太郎 高校男子の部第3位


