
2014 年度 部活動等の活躍 

野 球 部    

第 96 回全国高等学校野球選手権愛知大会  ２回戦 

名古屋市立大会     優 勝 

名古屋地区２次予選   出 場 

卓 球 部    

愛知県高等学校体育連盟名古屋南支部卓球選手権大会 女子学校対抗  第３位 

愛知県高等学校新人体育大会卓球競技名南支部予選会 男子学校対抗  第３位（県大会出場） 

愛知県年末卓球新人大会 男子ダブルス  準優勝 

水 泳 部    

高校総体名古屋南支部予選会  男子総合 第５位 

 男子 400ｍ個人メドレー 第６位（県大会出場）  男子 200ｍ背泳ぎ 第６位（県大会出場） 

 男子 100ｍ背泳ぎ（県大会出場）        男子 100ｍ自由形（県大会出場） 

 男子 50ｍ自由形（県大会出場） 

男子 200ｍバタフライ 第６位（県大会出場）  男子 100ｍバタフライ（県大会出場） 

 男子 200ｍ個人メドレー 第６位（県大会出場） 

 男子 400ｍメドレーリレー 第５位（県大会出場） 

 男子 400ｍリレー 第５位（県大会出場）     男子 800ｍリレー 第５位（県大会出場） 

 女子 200ｍ背泳ぎ 第６位（県大会出場）    女子 200ｍ個人メドレー（県大会出場） 

 女子 200ｍバタフライ 第５位（県大会出場）  女子 100ｍバタフライ（県大会出場） 

 女子 400ｍメドレーリレー 第６位（県大会出場） 

 女子 400ｍリレー（県大会出場） 

第 51 回名古屋地区高等学校水泳競技大会 

 男子 100ｍ背泳ぎ   第７位         男子 100ｍ自由形   第６位 

 女子 200ｍ背泳ぎ   第６位         女子 100ｍバタフライ 第６位 

第 56 回名古屋市民スポーツ祭水泳競技 

 男子 100ｍ背泳ぎ   第３位         男子 100ｍ自由形   第２位 

 男子 50ｍ自由形    第３位         女子 200ｍ個人メドレー  第２位 

 女子 100ｍ平泳ぎ   第２位         女子 100ｍバタフライ 第３位 

 女子 50ｍバタフライ  第３位         女子 200ｍメドレーリレー  第３位 

 女子 200ｍリレー  第３位 

新人体育大会名南支部予選会 

 男子 400ｍ個人メドレー 第７位（県大会出場） 

 男子 200ｍ個人メドレー（県大会出場）     男子 100ｍ背泳ぎ（県大会出場） 

 男子 100ｍ平泳ぎ（県大会出場）        男子 50ｍ自由形（県大会出場） 

 男子 400ｍメドレーリレー（県大会出場）    男子 400ｍリレー（県大会出場） 

 女子 100ｍバタフライ 第６位（県大会出場）  女子 200ｍ背泳ぎ 第６位（県大会出場） 

 女子 100ｍ平泳ぎ（県大会出場） 

 女子 400ｍメドレーリレー （県大会出場）   女子 400ｍリレー  （県大会出場） 

第 66 回名古屋市立体育大会   男子の部  第１位   女子の部  第１位 

 男子 200ｍバタフライ 第２位         男子 200ｍ背泳ぎ   第２位 

 男子 100ｍ背泳ぎ   第２位         男子 200ｍ平泳ぎ   第２位 

 男子 200ｍ自由形   第１位         男子 100ｍ自由形   第１位 

 男子 200ｍバタフライ 第１位         男子 100ｍバタフライ 第１位 



 男子 400ｍリレー   第１位 

 男子 400ｍメドレーリレー  第１位 ＜大会新記録＞ 

 女子 200ｍ自由形   第２位         女子 200ｍ個人メドレー 第１位 

 女子 100ｍ平泳ぎ   第１位         女子 100ｍバタフライ  第１位 

 女子 200ｍ平泳ぎ   第２位         女子 50ｍ自由形     第２位 

 女子 400ｍリレー   第１位         女子 200ｍメドレーリレー 第１位 

陸上競技部    

第１回名古屋市地区陸上  女子 400ｍＨ  第２位 

国体選手選考・強化普及競技会  女子 400ｍＨ  第３位 

総体名南支部予選  女子 400ｍＨ  第１位（県大会出場） 

総体愛知県大会   女子 400ｍＨ  第３位（東海大会出場） 

総体東海大会    女子 400ｍＨ  第３位（全国大会出場） 

名古屋市立大会 

 男子 400ｍ   第３位            男子走り幅跳び  第６位 

 女子 200ｍ   第２位            女子 400ｍ   第１位 

 女子 100ｍＨ  第３位 

総体全国大会    女子 400ｍＨ  準決勝進出 

新人体育大会名南支部予選  男子 400ｍＨ  第３位（県大会出場） 

ハンドボール部男子    

総体予選名南支部  準優勝 

総体予選愛知県大会   ベスト 16 

名古屋市立大会   優勝 

名古屋地区ハンドボール選手権大会  優勝 

ハンドボール部女子    

名古屋地区ハンドボール大会  第３位 

愛知県ハンドボール選手権大会名南支部予選 女子の部  第４位（県大会出場） 

ソフトテニス部男子    

第 68 回愛知県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技名南支部予選会  

 団体の部  第６位（県大会出場） 

名古屋市立大会  個人の部  第２位 

ソフトテニス部女子 

第 67 回愛知県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技名南支部予選会  第３位（県大会出場） 

第１回市内公立高校ソフトテニス部研修大会  第３位 

平成 25 年度愛知県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技名南支部予選会 

 女子個人の部  第９位（県大会出場） 

 女子団体の部  第３位（県大会出場） 

 

第 68 回愛知県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技名南支部予選会 

 団体の部（県大会出場）    個人の部（県大会出場） 

名古屋市立大会 

 団体の部  第４位 

 個人の部  準優勝・第３位 

学年別大会２年の部  準優勝・第３位 



学年別大会１年の部  第３位  

新人戦体育大会名南支部予選会 

 団体の部  第４位（県大会出場）    個人の部  第５位（県大会出場） 

バレーボール部男子 

名南選手権  第３位 

ソフトボール部   

愛知県高等学校総合体育大会名南知多支部予選  決勝トーナメント進出 

愛知県選手権大会  県ベスト 16 

名古屋市立高等学校体育大会  第３位 

愛知県高等学校新人体育大会  ベスト８（県大会出場） 

サッカー部   

新人体育大会名南支部予選  ブロック優勝（県大会出場） 

硬式テニス部男子   

名南選手権  ダブルス競技１年生の部 第５位 

硬式テニス部女子   

新人戦名南支部予選  団体戦 第６位 

ダンス部     

全国高等学校ダンスドリル選手権大会 

 ＪＡＺＺ部門（スモール編成） 第１位（全国大会出場） 

 ノヴェルティ部門       第１位（全国大会出場） 

 ショードリル部門       第２位（全国大会出場） 

アウトドア部   

愛知県高等学校夏期登山大会 女子第３位 

 

 

 

演 劇 部    

第 67 回中部日本高等学校演劇連盟愛知県支部名古屋第三地区大会  照明賞 

合 唱 部    

第 20 回ヴォーカル・アンサンブルコンテスト  混声の部  銀 賞  同声の部  銀 賞 

第 81 回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール全県予選      金 賞 

第 81 回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール愛知県コンクール  銅 賞 

第 21 回ヴォーカル・アンサンブルコンテスト  混声の部  銀 賞  同声の部  奨励賞 

書 道 部    

第 64 回中日書きぞめ展    特 選   準特選   秀 逸   佳 作   入 選 

中部日本書道会 80 周年記念イベント書のパフォーマンス  チームワーク賞 

第 13 回岐阜女子大学全国書道展   特 賞   優秀賞   秀作賞   努力賞 

第 23 回国際高校生選抜書展  入 選 

美 術 部 

教育祭名古屋市立高校展   出 品 



天 文 部    

高校生による科学の祭典  優秀賞 

被 服 部 

第 34 回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール 

 小物・インテリア作品部門   最優秀賞（経済産業大臣賞）  佳作賞 

NDK Fresh Contest 2014  作品製作部門   名古屋市長賞   入 選 

TOYO Collection ゆかたデザインコンテスト   入 選 

文化学園主催高校生ファッションデザインアワード２０１４   デザイン画奨励賞 

高等学校フッションコンテスト FASION PRIZE 2014   奨励賞 

全国高等学校家庭クラブ連盟第 20 回全国高校生クリエイティヴコンテスト 

 優秀賞   佳 作 

第 15 回全国高校生ファッションデザインコンテスト   神戸市長賞 

第 35 回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール 

 衣服作品部門  佳作賞・努力賞・アイデア賞 

 小物・インテリア部門  最優秀賞（経済産業大臣賞） 

専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ高校生デザインコンテスト２０１５ 

 シューズ部門  佳 作 

文 芸 部 

愛知県高文連文芸専門部作品コンクール  散文部門   第一席            

ブラスバンド部    

平成 25 年度愛知県吹奏楽コンクール名古屋地区大会  Ａ編成の部  金 賞（県大会出場） 

第 56 回中部日本吹奏楽コンクール名古屋市大会    小編成の部  優 良 

平成 25 年度愛知県吹奏楽コンクール県大会  銅賞 

平成 25 年度愛知県マーチング大会  パレードコンテスト部門  金 賞・審査員特別賞 

第 26 回管楽器個人・重奏コンテスト名古屋市大会   個人の部  優 秀（本大会出場） 

中部日本個人重奏コンテスト名古屋支部大会   第３位（本大会出場） 

愛知県吹奏楽コンクール名古屋地区大会     金 賞（県大会出場） 

中部日本吹奏楽コンクール高等学校  大編成の部   優 良 

愛知県マーチング大会  高校パレードコンテスト部門   金 賞・審査員特別賞 

第 27 回管楽器個人・重奏コンテスト名古屋市大会 

 サクソフォン  優 秀・優 良   クラリネット  優 秀 

ＥＳＳ部    

第 34 回布池英語スピーチコンテスト   Ｈグループ（高校１年）  第４位 


