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地区新人大会の成績
１０月１３日（木）～１０月１５日（土）に地区新人大会が行われました。３年生引退後の

新チームでしたが、どの部も、力を出し切って良く頑張りました。
(個人戦は県大会出場者 敬称略）

野 球 ２回戦 対間々田 ３－２ 勝ち
準々決勝 対東陽 １０ー２（６回）勝ち
準決勝 対小山城南 ２－３ 負け
代表決定 対国分寺 ４ー５ 負け
第３位（県大会出場なし）

サッカー １回戦 対岩舟 ６－０ 勝ち
２回戦 対小山城南 １－１(PK3-5)負け

男 子 バ ス ケ １回戦 対西方 ９０－４０ 勝ち
ットﾎﾞｰﾙ ２回戦 対小山 ３８－６４ 負け

代表決定 対豊田 ６４－８６ 負け
女 子 バ ス ケ ２回戦 対国分寺 ５４―３５ 勝ち
ットﾎﾞﾞｰﾙ 準々決勝 対小山城南 ４４―４１ 勝ち

準決勝 対南河内二 ４６－４３ 勝ち
決勝 対美田 ３７－７６ 負け
準優勝 県大会出場

男 子 バ レ ー 予選リーグ
ボール 対吹上１－２負け 対南犬飼０－２負け 対大平南２－０勝ち

ベスト８リーグ
対大平南０－２負け 対東陽２－０勝ち 対大平 ２－０勝ち
最終6位 県大会出場

女 子 バ レ ー 予選リーグ ２位トーナメント
ボール 対間々田 ２－１ 勝ち 対小山 １－２ 負け

対都賀 ０－２ 負け 対小山三 ０－２ 負け
１勝１敗 ２位トーナメントへ 対壬生 ０－２ 負け

最終１６位
男 子 バ ド ミ 団体 個人シングルス
ントン ２回戦 対南河内 ２－０ 勝ち 本間優心 ３位 髙山慈貴 ９位

準決勝 対間々田 １－２ 負け ダブルス臼井湊・本庄優斗 ３位
３決 対小山三 ２－１ 勝ち 上記生徒 県大会出場
３位 県大会出場

女 子 バ ド ミ 団体 個人
ントン １回戦 対東陽 ２－０ 勝ち シングルス 永野美知 ８位

２回戦 対岩舟 ２－１ 勝ち 髙山紗希 11位
準決勝 対小山二 ０－２ 負け ダブルス 設楽知里
３決 対壬生 ２－０ 勝ち 池田歩未 ７位
３位 県大会出場 上記生徒 県大会出場

ハ ン ド 男子 対小山三 ２８－３１負け 女子 対小山三 １０―３２ 負け
ボール 県大会出場 県大会出場

男子卓球 団体予選リーグ 個人 予選敗退
対野木 ３－１ 勝ち
対栃木南 １－３ 負け
決勝トーナメント
１回戦 対南河内二０－３ 負け



女子卓球 団体 予選リーグ 個人 予選敗退
対皆川３－０勝ち 対小山城南３－１勝ち

決勝トーナメント
1回戦 対小山三０－３ 負け

男 子 ソ フ ト 団体１回戦 対東陽 ３－０ 勝ち 個人 予選敗退
テニス ２回戦 対乙女 ０－３ 負け

女 子 ソ フ ト 団体 個人 予選敗退
テニス 1回戦 対寺尾 ２－１ 勝ち

2回戦対間々田０－３ 負け
柔 道 男子予選リーグ準優勝県大会出場 女子予選リーグ7位

対小山三 ４－１ 勝ち 対野木 １－２ 負け
対國學院 ４－１ 勝ち 対岩舟 ０－２ 負け
対国分寺 １－４ 負け 対小山三 １－１ 分け
対大平南 ３－２ 勝ち 対大平南 １－２ 負け
対岩舟 ４－１ 勝ち 対國學院 ０－２ 負け
男子個人 県大会出場者（６名） 対国分寺 １－２ 負け
○５０ｋｇ級 鹿沼将虎 準優勝

○ 〃 大屋爽空 3位 女子個人県大会出場者（2名）
○７３ｋｇ級 髙山英誉 準優勝 ○個人戦 磯結奈 準優勝
○８１ｋｇ級 若田部隼斗 3位 ○個人戦 横関心結 優勝
○９０ｋｇ級 渡邉蓮士 3位
○100ｋｇ超級山口大維斗 準優勝

男子剣道 対野木３－１勝ち 個人予選敗退
対小山１－３負け 予選敗退

女子剣道 団体 対岩舟 ３－２ 勝ち 個人予選敗退
対国分寺 ０－４ 負け

敗復 対野木 ３－１ 勝ち
対小山城南１ー２ 負け

陸上競技 男子総合１４位 女子総合 優勝 男女総合７位
【県大会出場 各種目２位まで】
２年男子走高跳 第１位 並木颯天
２年女子100ｍ 第１位 國府田沙耶
２年女子200ｍ 第１位 國府田沙耶
２年女子800ｍ 第２位 黒澤茉央
共通女子４×１００ｍＲ 第２位
鈴木ひかり・國府田沙耶･斎藤愛未・早川日奈子
１年女子走幅跳 第２位 厚見珠那
２年女子走幅跳 第１位 斎藤愛未

栄光を称えて！ 県大会３位以上・関東・全国大会の成績を収めたチーム・個人の垂れ幕完成！


