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部活動等
◆陸上競技部
第64回栃木県陸上競技春季大会
女子走幅跳第1位
3年4組 高橋 有沙
男子八種競技第1位 3年3組 荻原 海大
女子４×400ｍリレー第3位
3年7組 片山 陽菜
3年4組 高橋
3年5組 山口 未夢
3年2組 森
女子棒高跳第2位
3年7組 平間 咲妃
女子棒高跳第3位
3年6組 鈴木 麗華
女子砲丸投第2位
3年5組 井上 朱星
平成30年度第59回栃木県高等学校総合体育大会陸上競技
女子団体第5位
3年5組 井上 朱星
3年7組 平間
3年6組 鈴木 麗華
3年4組 高橋
3年2組 森
玲南
3年5組 山口
3年4組 井上 風奏
3年4組 横尾
3年7組 片山 陽菜
3年3組 石川
2年2組 浅見 茉里
2年4組 岡田
2年5組 永田 碧美
1年3組 高橋
1年5組 福島 綾菜
1年6組 菅野
1年6組 辻森 香帆
1年7組 大貫
1年8組 君島
涼
女子棒高跳第1位
3年7組 平間 咲妃
女子棒高跳第2位
3年6組 鈴木 麗華
女子走幅跳第1位
3年4組 高橋 有沙
男子八種競技第1位
3年2組 久保 勇貴
女子砲丸投第2位
3年5組 井上 朱星
平成30年度第89回栃木県陸上競技選手権大会
女子砲丸投第2位
3年5組 井上 朱星
平成30年度関東高等学校陸上競技大会
男子北関東八種競技第3位
3年2組 久保 勇貴
女子北関東走幅跳第3位
3年4組 高橋 有沙
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結果報告
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ関東女子ジュニア体重別
選手権大会栃木県予選会
個人48㎏級第3位
1年8組 野口 詩央
個人78㎏超級優勝
2年4組 神谷 未織

有沙
玲南

咲妃
有沙
未夢
朱里
美来
姫來
佑奈
沙織
翠優

◆バドミントン部
平成30年度第59回栃木県高等学校総合体育大会バドミントン競技
会兼第64回関東高等学校バドミントン選手権大会栃木県予選会
男子団体第4位
3年5組 早川
凜
3年7組 菊地 隆太
3年3組 矢口 峻久
3年2組 円井 朱羽
3年5組 松田 紘斗
2年7組 山崎 夢人
1年7組 中條 晃綺
3年7組 廣田 隆二
女子団体第3位
3年4組 佐藤 友実
3年1組 大垣 日南
3年5組 余川 未来
3年7組 内田 佳奈
2年4組 大垣 友南
1年7組 星
智絵
1年1組 中里菜那子
1年2組 柴田
遥
関東大会30回出場表彰 女子団体
平成30年度第69回全国高等学校総合体育大会バドミントン競技会
栃木県予選会
男子団体第3位
3年2組 円井 朱羽
3年3組 矢口 峻久
3年5組 早川
凜
3年5組 松田 紘斗
3年6組 福田
蓮
1年5組 高山 侑也
1年7組 中條 晃綺
男子ダブルス第2位
3年5組 早川
凜
3年5組 菊地 隆太
女子団体準優勝 3年1組 大垣 日南
3年4組 佐藤 友実
3年5組 余川 未来
3年7組 内田 佳奈
2年4組 大垣 友南
1年1組 中里菜那子
1年2組 柴田
遥
◆柔道部
平成30年度栃木県総合体育大会柔道競技兼第66回関東高等学校
柔道大会栃木県予選会
女子団体第3位
2年3組 磯田 千夏
2年4組 神谷 未織
2年2組 森田 風香
1年8組 野口 詩央
女子個人52㎏級第3位
2年2組 森田 風香
女子個人52㎏級第3位
1年8組 野口 詩央
女子個人78㎏超級準優勝 2年4組 神谷 未織

◆フェンシング部
平成30年度県下高等学校総合体育大会フェンシング競技大会兼
第60回関東高等学校フェンシング選手権大会予選会
男子フルーレ団体優勝
3年8組 檜尾 一輝
3年4組 弘野 満哉
2年4組 京極 光志
2年1組 仙波
響
2年1組 前田 一心
男子フルーレ個人優勝
2年4組 京極 光志
男子フルーレ個人第3位
2年1組 仙波
響
男子サーブル個人優勝
2年1組 仙波
響
男子サーブル個人第3位
3年4組 弘野 満哉
男子エペ個人第3位
2年4組 京極 光志
平成30年度第60回関東高等学校フェンシング選手権大会
男子フルーレ個人第8位
2年4組 京極 光志
平成30年度全国高等学校総合体育大会フェンシング競技大会兼
第64回全国高等学校フェンシング選手権大会県予選会
男子フルーレ学校対抗優勝
3年8組 檜尾 一輝
2年1組 仙波
響
2年1組 前田 一心
2年4組 京極 光志
1年6組 青木 元汰
男子フルーレ個人優勝
2年4組 京極 光志
男子フルーレ個人準優勝 2年1組 仙波
響
男子サーブル個人優勝
2年1組 仙波
響
第73回国民体育大会栃木県予選会フェンシング競技会
少年男子フルーレ優勝
2年4組 京極 光志
少年男子フルーレ準優勝 2年1組 仙波
響
少年男子フルーレ第4位
2年1組 前田 一心
◆水泳部（飛込）
平成30年度第59回栃木県高等学校総合体育大会水泳競技大会
飛込男子総合優勝
3年6組 相崎 陽玖
男子3ｍ飛板飛込1位
3年6組 相崎 陽玖
男子3ｍ飛板飛込2位
3年5組 伊藤
駿
男子高飛込飛込1位
3年6組 相崎 陽玖
男子高飛込飛込2位
3年5組 伊藤
駿
飛込女子総合優勝
3年7組 青柳 春花
女子3ｍ飛板飛込1位
3年6組 林
夏凜
女子3ｍ飛板飛込2位
3年7組 小林亜美香
女子3ｍ飛板飛込3位
3年7組 青柳 春花
女子高飛込飛込1位
3年6組 林
夏凜
女子高飛込飛込2位
3年7組 小林亜美香
女子高飛込飛込3位
3年7組 青柳 春花
平成30年度第69回関東高等学校水泳競技大会栃木県予選会
男子3ｍ飛板飛込1位
3年6組 相崎 陽玖
男子3ｍ飛板飛込2位
3年5組 伊藤
駿
男子高飛込飛込1位
3年6組 相崎 陽玖
男子高飛込飛込2位
3年5組 伊藤
駿
女子3ｍ飛板飛込1位
3年6組 林
夏凜
女子3ｍ飛板飛込2位
3年7組 小林亜美香
女子3ｍ飛板飛込3位
3年7組 青柳 春花
女子高飛込飛込1位
3年6組 林
夏凜
女子高飛込飛込2位
3年7組 小林亜美香
女子高飛込飛込3位
3年7組 青柳 春花
◆栃木県高等学校指定運動部指定証授与
バドミントン部（男子・女子）
遠井
水泳部（飛び込み）（女子・男子） 粂川
フェンシング部（男子）
土澤
柔道部（女子）
村田

ホームページご覧下さい。
http://www.tochigi-edu.ed.jp/utsunomiyaminami/
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