
【２８年春の全国高校選抜大会】
Ｎｏ． 部活動名 会　　場 大会期日 監督・コーチ 出場回数

1 男子体操 愛媛県 3/23 堀出　一夫 ３３年連続 豊澤　鉄平（保２） 金子　和輝（保２） 西村　琉（保２）

　個 総合運動公園体育館 ～24 森川　勝俊 ３３回目 藤巻　竣平（保２） 4 名

男子新体操 愛媛県 3/20 阿部　好孝 ２０年連続 田中　啓介（保２） 山上　和輝（保１） 松田　寛生（保１）

　団・個 総合運動公園体育館 ～22 石田　渓 ３１回目 松本　祐槻（保１） 近内　黎（保１） 小佐野　遼太（普１）

金澤　学（普１） 光井　晴星（保１） 8 名

3 男子柔道 東京都 3/19 川原　篤 １８年連続 岩田　歩夢（保２） 梅野　雅崇（保２） 大山　翔（保２）

　団・個 日本武道館 ～20 ２４回目 豊永　貫太（保２） 蓜島　創（保１） 髙橋　俊毅（保１）

西願寺　哲平（保１） ◎折原　精吾（保２） 8 名

4 女子柔道 東京都 3/19 本松　好正 ２７年連続 富沢　佳奈（保２） 角田　奈々（保２） 都　結乃（保２）

　団・個 日本武道館 ～20 太田　成美 ２７回目 上ノ原　美玲（保２） 畠山　瑠唯（保１） 溝口　愛歌（保１） 6 名

5 男子レスリング 新潟県 3/27 野口　篤史 ３４年連続 内田　創太郎（保１） 鈴木　歩夢（保１） 掛川　泰史（保１）

　個 新潟市体育館 ～29　 金崎正一郎 ４０回目 伊藤　飛未来（普１） 4 名

6 男子ウエイト 石川県 3/25 吉野　岳 ２年ぶり 志村　優人（普２） ◇斎藤　聡太（普１）

リフティング　個 金沢市総合体育館 ～28 ２６回目 2 名

7 女子ウエイト 石川県 3/25 吉野　岳 ２年ぶり 奥村　紀香（普２） 前場　菜桜（保２） 鶴岡　綺音（保１）

リフティング　個 金沢市総合体育館 ～28 ２５回目 遠藤　海歌（保１） ◇片山輪咲(中２） 5 名

8 女子ソフトボール 兵庫県 3/17 今野 貴経 ６年ぶり 前原　瑞希（普２） 堀口　巴菜（普２） 森田　美桜（保２）

　団 加古川河川敷 ～21 松岡亜希子 １３回目 渡邊　美穂（保２） 高野　恵美（保２） 飯島　咲耀子（保２）

両荘地区グラウンド他 永峰　千尋（保２） 大村　梓（保２） 小暮　沙希（保２）

山本　光希（保２） 越路　朋芳（保２）

宮本　怜実（保２） 黒川　結衣（保２） 満留　美悠（保２）

宮澤　千夏（保２） 市川　菜々子（普１） 鳥海　円香（普１）

船川　明穂（保１） 豊田　朱里（保１） 清田　ほづみ（保１）

石井　萌々夏（保１） 中島　咲月（保１） 松島　未季（保１）

下田　芽依（保１） 25 名

9 女子ハンドボール 兵庫県 3/24 久野　葵 ３年ぶり 土屋　琴音（保２） 佐藤　生美（保２） 持田　花凜（保２）

　団 グリーンアリーナ神戸 ～29　 ９回目 阿久津　祐子（保２） 小島　夏実（保２） 清宮　ちひろ（保３）

他 伊藤　実咲（保１） 小笠原　真由（保１） 荒井　桃花（保１）

鈴木　麻里子（保１） 和知　史華（保１） 岡野　嶺（保１）

田中　千尋（保１） 羽鳥　可楠（保１） 松本　夏実（保１）

眞方　澪菜（保１） ◎岩﨑　真尋（保３） 17 名

10 男子卓球 大阪府 3/25 若森　均 １５年連続 大谷　和（普２） 松山　佳樹（普２） 内田　拓光（保２）

　団・個 大阪市中央体育館 ～28　 １６回目 福原　明雄（普１） 相沢　龍士（普１） 星野　隆斗（普１）

大塚　直樹（普１） ◇小林　龍司（普１） 8 名

11 男子 愛知県 3/22 大屋　貴司 １８年連続 大林　拓真（保２） 川端　直人（保２） 日光　駿（保２）

バドミントン 豊田市総合体育館   ～26 堂下　智寛 １８回目 柴田　陽登（保２） 中山　裕貴（保１） 緑川　大輝（保１）

　団・個 岡崎中央総合公園体育館 加藤　太基（保１） 7 名

12 女子 愛知県 3/22 滝内　亮 １０年連続 林　樂（普２） 正田　捺実（普２） 秋元　未幸（普２）

バドミントン 豊田市総合体育館   ～26 ２２回目 桜井　彩貴（普２） 吉田　瑠実（普１） 齋藤　夏（普１）

　団・個 上杉　杏（普１） ◎小林　茜梨（普２） 8 名

13 男子空手道 大分県 3/26 藤江　辰徳 １０年連続 嶋田　力斗（保２） 伊藤　大地（保２） 阿部　絢志（保２）

　団・個 別府市総合体育館   ～28 １８回目 佐藤　拓海（保２） 大島　諒樹（保２） 軍司　爽多（保２）

べっぷアリーナ 荒川　雅俊（保１） 冨澤　允宣（保２） 坪井　晃太郎（保２）

河野　直稀（保１） 秋間　樹大（保１） 新井　昭明（普２）

髙野　柊太（保１） 瀧嶋　大翔（保１） ◎西村　優輝（保２） 15 名

14 女子空手道 大分県 3/26 藤江　辰徳 ５年連続 丸田　実穂（保２） 吉村　芽依（保２） 竹下　綾香（保２）

　団・個 別府市総合体育館   ～28 ７回目 髙橋　萌花（保２） 大平　優香（保１） 岡山　遥（保２）

べっぷアリーナ 岡田　さやか（保１） 小島　ももな（保１） 出浦　咲津季（保１）

牧野　晃奈（普２） 山川　未央（普１） ◎平原　理子（保３） 12 名

15 相撲 高知県 3/18 山田　道紀 １９年連続 納谷　幸之介（保２） 手計　富士紀（保２） 齋藤　大輔（保１）

　団・個 春野総合運動公園 ～19 ３２回目 神山　龍一（保１） 塚原　隆明（保２） 光宗　泰成（保２）

相撲場 永山　竜哉（保１） 春山　万太郎（保１） 新井　宥里（保１）

 ガルダン　スフバト（保２） ◎下村　龍太朗（保１） 11 名

16 男子フェンシング 山梨県 3/18 千野　一也  ３２年連続 今井　直輝（普２） 海老原　樹（普２） 竹内　健太郎（普２）

　団 甲府市民総合体育館 ～20 ３２回目 菅原　孝介（普２） 笠原　慎太郎（保１） ◎江村　凌平（保１） 6 名

17 女子フェンシング 山梨県 3/18 西村　典子  ３２年連続 髙橋　実夢（普２） 高石　真衣（普２） 伊達　京（保２）

　団 甲府市民総合体育館 ～20 ３２回目 神立　夏希（保２） 菊地　美紬（保２） 大澤　萌々香（普１）

伊佐　茜音（普１） 渋生田　七海（普１） 鹿野　莉華子（普１）

越智　美有（普１） ◎隈川　知里（普１） 11 名

18 なぎなた 兵庫県 3/18 鈴木　亘 １２年連続 石井　友珠（普２） 岩田　瑞季（普２） 前田　歩美（普２）

　団・個 伊丹スポーツセンター ～20 １２回目 仲野　雪菜（普１） 山口　万里花（保１） 和田　優希（普２） 6 名

18 部 185 名 監督・コーチ 22 名　　選手 163 名（含　※補欠◎マネージャー） 163
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【第１８回全国高等学校女子硬式野球選抜大会】
Ｎｏ． 部活動名 会　　場 大会期日 監督・コーチ 出場回数

1 女子野球 加須市 3/27 齋藤　賢明 １８年連続 蛭田　菜月（普２） 小野　真歩（普２） 吉沢　春菜（普２）

　団 加須市民運動公園野球場 ～4/2 鈴木　佑 １８回目 冠城　詩乃（普２） 山崎　裕花（普２） 稲葉　優日（保２）

岩井　美奈 仲手川　瑠莉（保２） 山下　里佳（保２） 大野　鈴夏（保２）

小池　香音（保２） 池田　彩菜（保２） 須之内　彩菜（保２）

田中　志緒梨（保２） 館石　真由子（保２）

高橋　優雅（保２） 住吉　旦帆（普１） 池本　歩莉（普１）

谷田　依万里（保１） 小野　あゆみ（保１） 20 名

【第３７回全国高等学校ゴルフ選手権春季大会】
Ｎｏ． 部活動名 会　　場 大会期日 監督・コーチ 出場回数

1 男子ゴルフ 滋賀県 3/26 橋本　賢一 ３８年連続 安部　高秀（保２） 宮城　慎太郎（保２） 鈴木　敬太（保２）

　個 富士ｽﾀｼﾞｱﾑｺﾞﾙﾌ倶楽部南コース ～30 須賀　敬一 ３８回目 植木　祥多（保２） 村岡　侑哉（保２） 佐藤　飛鳥（保１） 6 名

2 女子ゴルフ 滋賀県 3/26 植草　一成 ３８年連続 山崎　杏（保２） 伊藤　きらら（保２） 菅沼　菜々（保２）

　個 富士ｽﾀｼﾞｱﾑｺﾞﾙﾌ倶楽部北コース ～30 ３８回目 𠮷田　莉生（保２） 岩﨑　美紀(保１） 髙橋　幸（保１） 6 名

【USA Nationals 2017－全国選手権大会－】
Ｎｏ． 部活動名 会　　場 大会期日 監督・コーチ 出場回数

1 ダンス 千葉県 3/27 志村あづみ 初 野間　洲乃（普２） 笠井　紫温（普２） 森田　英里（普２）

　団 幕張メッセイベントホール 松岡　美紀 北村　友紀奈（普２） 小林　美奈（普２） 佐藤　麗佳（普２）

寺島　舞（普２） 原　あかね（普２） 栁澤　安未（普２）

渡邉　三穂（普２） 島田　歩実（普２） 砥上　懐（普２）

山中　一将（普２） 多田　優人（普２） 古田　真由（普２）

宮越　優希（普２） 横山　晋太郎（普２） 村山　愛可（普２）

佐藤　明依（保２） 篠　結依菜（保２） 20 名

2 チアリーディング 千葉県 3/27 小松崎温恵 １２年連続 井上　楓（普２） 大東　梨乃（普２） 酒井　梓（普２）

　団 幕張メッセイベントホール ～28 １２回目 木村　涼乃（普２） 児玉　奏咲（普２） 青砥　美紗希（普２）

黒沢　舞乃（普２） 齋藤　小麦（普２） 篠﨑　まみ（普２）

菅原　梨紗子（普２） 寺沢　美耶（普２） 星　若奈（普２）

副島　麻衣（普２） 中森　鈴乃（普２） 下川　美衣奈（普２）

丸山　優妃（普２） 佐々木　怜香（普２） 鈴木　紗也花（普２）

武藤　実結（普２） 小宮山　幸那（普２） 髙橋　桃香（普２）

木村　明日香（普２） 斎藤　知花（普２） 武藤　莞奈（普２）

皆川　夏鈴（普１） 石橋　星彩（普１） 馬場　由梨乃（保１） 27 名

【第３９回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会】
Ｎｏ． 部活動名 会　　場 大会期日 監督・コーチ 出場回数

1 男子競泳 東京都 3/27 佐藤　勲 本庄　智貴（保３） 市毛　将翔（保３） 滝沢　健（保３）

　個 東京辰巳国際水泳場 ～30 増田　亮（保３） 河原　啓（普２） 宮本　一平（保２）

山本　雄太（普１） 加藤　大志朗（保１） 伊藤　海成（保１）

松本　匠太郎（保１） 石井　健聖（保１） 11 名

2 女子競泳 東京都 3/27 佐藤　勲 守　萌々子（普２） 細川　琴江（普２） 佐藤　千夏（普２）

　個 東京辰巳国際水泳場 ～30 柴田　夏海（保２） 伊藤　若菜（保２） 五十畑　彩花（普１）

永島　遥（普１） 松本　菜美（普１） 8 名

７部 108 名 監督・コーチ 10 名　　   選手 98 名（含　※補欠◎マネージャー） 98

総計　　　２５部 293 名 監督・コーチ 32 名　　  選手 261 名（含　※補欠◎マネージャー）

〔文化部の大会〕

【第４０回全日本アンサンブルコンテスト】
Ｎｏ． 部活動名 会　　場 大会期日 監督・コーチ 出場回数

6 吹奏楽部 兵庫県 3/18 奥　章 ４年連続 田村　樹（普２） 松山　莉子（普２） 尾崎　萌花（普２）

　団 あましんアルカイックホール 萩原　奏恵 １５回目 新山　広花（普２） 古川　結香（普１） 長谷川　知里（普１）

（打楽器8重奏） 塩田　ケビン（普１） 広瀨　真由（普１） 8 名

１部 10 名 監督・コーチ 2 名　　選手 8 名
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