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部 活 動 報 告
1．バドミントン部
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第31回全日本ジュニアバド
ミントン選手権大会栃木県予選会
男子シングルス優勝 2年6組 宇賀神崇行
男子ダブルス第3位 2年6組 宇賀神崇行 1年1組 荒井元輝
女子シングルス第3位 2年5組 島田菜央
女子ダブルス第3位
2年6組 細田実希 1年2組 植田莉加
第20回栃木県オープン混合ダブルスバドミントン選手権大会
一般高校の部Ｂクラス優勝
2年6組 宇賀神崇行 2年2組 柿本結美
一般高校の部Ｃクラス第3位
1年1組 荒井元輝 1年5組 若林瑞稀
平成24年度第37回県高等学校学年別バドミントン大会
2年男子シングルス優勝 2年6組 宇賀神崇行
2年男子ダブルス3位 2年6組 宇賀神崇行 1年1組 荒井元輝
1年男子ダブルス3位 1年5組 伊藤翔平
1年7組 佐藤 蓮
2年女子シングルス優勝 2年5組 島田菜央
2年女子シングルス2位 2年6組 細田実希
2年女子ダブルス3位
2年5組 島田菜央 2年6組 細田実希
平成24年度第52回栃木県高等学校新人バドミントン選手権大会
男子団体3位 2年6組 宇賀神崇行 2年3組 大屋戸瑞樹
2年3組 小林亮太 1年1組 荒井元輝
1年2組 髙野堅登 1年5組 伊藤翔平
1年7組 佐久間 樹 1年7組 佐藤 蓮
男子ダブルス3位 2年6組 宇賀神崇行 1年1組 荒井元輝
男子シングルス優勝 2年6組 宇賀神崇行
女子団体2位 2年6組 細田実希 2年2組 柿本結美
2年5組 島田菜央 1年2組 植田莉加
1年4組 赤羽琴美 1年5組 若林瑞稀
女子シングルス2位 2年6組 細田実希 2年5組 島田菜央
女子シングルス3位 2年5組 島田菜央
2．陸上競技部
第85回関東陸上競技選手権大会
女子七種競技8位 2年3組 大塚 美穂
第52回栃木県高等学校新人陸上競技大会
400m優勝 2年7組 加古龍二朗
円盤投優勝 2年5組 内村和貴
100mハードル2位 2年3組 大塚美穂
円盤投2位 1年7組 増田龍一
400mハードル3位 2年2組 丸山日菜子
砲丸投げ3位 2年3組 大関竜哉

5000mウォーク 2年2組 夏目優子
棒高跳び3位 1年6組 濱田拓也
男子総合4位 2年2組 大金稜太
女子総合8位 2年1組 阿部まゆこ
第1回栃木県高等学校各支部対抗新人陸上競技大会
男子やり投げ優勝 2年2組 大金稜太
男子砲丸投げ優勝 2年3組 大関竜哉
男子円盤投げ優勝 2年5組 内村和貴
男子400m優勝 2年7組 加古龍二朗
男子200m優勝 2年7組 加古龍二朗
男子1600mリレー優勝
1年1組 矢田部直人 2年2組 大金稜太
1年5組 武藤邑弥
2年7組 加古龍二朗
女子5000m競歩優勝 2年2組 夏目優子
女子400mハードル優勝 2年2組 丸山日菜子
女子100mハードル優勝 2年3組 大塚美穂
3．水泳部
平成24年度第49回県高等学校水泳競技大会新人大会
200ｍ個人メドレー第2位 1年4組 佐々木陽香
400ｍ個人メドレー第2位 1年4組 佐々木陽香
競泳女子総合第3位 1年4組 佐々木陽香
（ダイビング）
平成24年度 関東高等学校水泳競技大会
飛込男子総合第1位 1年6組 岡本 宗
男子3ｍ飛板飛込第2位 1年6組 岡本 宗
男子高飛込第4位 1年6組 岡本 宗
男子高飛込第5位 2年7組 大出遼太郎
4．弓道部
平成24年度 第21回全国高等学校弓道選抜大会栃木県予選会
女子団体 第4位 2年1組 伊藤亜樹 2年4組 須田 麗
2年5組 田中 遥
5．柔道部
平成24年度 栃木県高等学校新人柔道大会
女子個人 第3位 1年6組 川俣彩歌
6．女子テニス部
平成24年度栃木県高等学校新人テニス大会
団体戦第４位 2年2組 篠原千波 2年3組 篠原有希
2年3組 髙嶺由佳 2年4組 関 範子
2年4組 平塚友梨 2年4組 山﨑美里
2年5組 齋藤沙希 2年5組 坂寄朋美
1年4組 唯岡千紘
7．吹奏楽部
第54回栃木県吹奏楽コンクール
銀賞 3年3組 渋谷直見

http://www.tochigi-edu.ed.jp/utsunomiyaminami/
インターネットからも携帯からもご利用できます。

編集後記

宇南高ホームページ
ご覧下さい。

一年
初 め て︑﹁ み な み ﹂ の 編 集 に
参加し︑皆さんと協力し合いな
がら無事に発行することができ
ました︒楽しく参加することが
できて良かったです︒ありがと
うございました︒
二年
温故知新を再認識する日々を
過 ご さ せ て い た だ き︑ 皆 様 と
各々の原稿を話しながら編集す
る機会を得︑楽しく一年が過ぎ
ました︒ありがとうございまし
た︒
三年
多くの皆様にご協力いただ
き︑今年も﹁みなみ﹂を発行す
ることができました︒広報活動
を 通 し て 学 校 行 事 に 参 加 で き︑
部員の皆様と楽しい時間を過ご
すことができました︒ありがと
うございました︒
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