
部活動名 令和４年度の主な活動と成績

野 球

全国高等学校野球選手権愛知大会 （７月）

１回戦 本校　５　－　６　名大附・緑丘・山田

秋季高校野球尾張地区大会 （８月）

（予選トーナメント）

本校　０－１０　大成

本校　５－１６　一宮商業

秋季全尾張高等学校野球大会尾張地区予選 （９月）

１回戦 本校　２－６　小牧南

ソ フ ト ボ ー ル

令和４年度　総合体育大会　尾張支部予選会

予選リーグ戦

本校・古知野合同　１１　－　　１　一宮西

本校・古知野合同　　４　－　１１　丹羽

本校・古知野合同　１０　－　　３　江南  予選リーグ２位通過

決勝トーナメント

本校・古知野合同　７　－　２１　木曽川  予選敗退

令和４年度　春季尾張ソフトボール大会

１回戦　本校・誉・一北合同　１６　ー　　２　一宮商業

２回戦　本校・誉・一北合同　　６　ー　　４　杏和

３回戦　本校・誉・一北合同　　８　ー　　１　木曽川

決勝戦　本校・誉・一北合同　１６　ー　　７　新川

　　　　優勝（本校史上初）　尾張史上初合同チーム優勝
第６２回全尾張選手権大会

１回戦　本校・誉・一北合同　　３　ー　　１３

令和４年度愛知県高等学校女子 ソフトボール選手権

１回戦　本校・誉・一北合同　　７　ー　　０　豊橋商業

２回戦　本校・誉・一北合同　１５　ー　　１　安城農林

３回戦　本校・誉・一北合同　　８　ー　　９　春日井南

令和４年度愛知県新人戦体育大会尾張支部予選会

　予選リーグ戦

本校・杏和 　　　４　ー　１２　　丹羽

本校・杏和 　　１１　ー　　１　　津島　　　予選１位通過

　決勝トーナメント

１回戦　本校・杏和　１０　ー　　３　五条

２回戦　本校・杏和　１２　ー　　５　誉・一北

決勝　　本校・杏和　　０　ー　１１　修文学院

　　　　準優勝（県大会進出）尾張史上初合同チームでの準優勝
　県大会

２回戦　本校・杏和　１０　ー　１１　東海樟風

令和４年度　秋季尾張ソフトボール大会

１回戦　本校・杏和　　９　ー　　７　小牧南

２回戦　本校・杏和　１２　ー　　５　木曽川

準決勝　本校・杏和　１２　ー　１３　尾北 順位３位



バ ス ケ ッ ト ボ ー
ル

（ 男 子 ）

令和４年度愛知県総合体育大会 　尾張支部予選会

１回戦 本校　40－81　津島東

令和４年度尾張支部バスケットボール競技夏季選手権大会

１回戦 本校　74－68　小牧工科

２回戦 本校　20－ 0　 稲沢

３回戦 本校　37－115 愛知黎明 （尾張ベスト８）

令和４年度全国高等学校選抜優勝大会愛知県大会一次 トーナメント

１回戦 本校　79－81　愛西工科

令４年度愛知県高等学校新人体育大会尾張支部予選会

１回戦 本校　29－92　小牧

バスケットボール
（女子）

第７６回愛知県高等学校総合体育大会 バスケットボール競技

尾張支部予選会

１回戦 本校　112－39　愛知啓成

２回戦 本校　  92－44　一宮南

準々決勝 本校 　 77－59　西春

準決勝 本校　  65－58　清林館

３位決定戦 本校　  75－58　修文学院 第３位

第７６回愛知県高等学校総合体育大会 バスケットボール競技

愛知県大会

１回戦 本校　  90－50　大府

２回戦 本校　  53－143　大府 ベスト１６

令和４年度尾張支部バスケットボール競技夏季選手権大会

１回戦 本校　  96－25　津島北

２回戦 本校　  76－42　一宮興道

準々決勝 本校　103－58　一宮南

準決勝 本校　  62－67　清林館

３位決定戦 本校　  60－62　修文学院 第４位

U18 ALL AICHI CHANPIONSHIP2022一次トーナメント

１回戦 本校　77－34　一宮西

ブロック決勝 本校　93－33　一宮興道

U18 ALL AICHI CHANPIONSHIP2022二次トーナメント

　 １回戦 本校　56－95　星城

U18 ALL AICHI LEAGUE2022県リーグ

【Aリーグ】 本校　66－98　名経大高蔵

本校　57－98　中部大第一

本校　45－84　桜丘

本校　52－66　岡崎城西

本校　68－71　修文学院

令和４年度愛知県高等学校新人体育大会尾張支部予選会

１回戦 本校　121－12　一宮北

２回戦 本校　101－35　小牧

準々決勝 本校　81－71　一宮

準決勝 本校　  60－69　清林館

３位決定戦 本校　  79－84　木曽川 第４位　県大会出場
令和４年度愛知県高等学校新人体育大会 　愛知県大会

１回戦 本校　61－66　桜台



テニス

第７６回愛知県高等学校総合体育大会 テニス競技尾張支部予選会

女子団体戦

１回戦 本校　３－０　古知野

準々決勝 本校　１－２　江南

女子シングルス

第12ブロック 優勝 花木 同県大会出場

第９ブロック 準優勝 村瀬

準優勝 渡辺

女子ダブルス

第６ブロック 優勝 花木・村瀬 同県大会出場
令和４年度夏季尾張高等学校テニス選手権大会

１６才以下女子シングルス

第４ブロック 準優勝 伊藤

第６ブロック 準優勝 市川

2,022年度TOMEIKAI CUP　愛知県ジュニアテニス選手権大会

１７才以下女子ダブルス

Ⅰブロック ベスト４ 上野田・武馬

令和４年度愛知県高等学校新人体育大会 テニス競技尾張支部予選会

女子団体戦

１回戦 本校　３－２　五条

準決勝 本校　２－３　江南

５決予備戦 本校　０－３　小牧南

女子シングルス

第１ブロック 準優勝 岩堀

第２ブロック ベスト４ 上野田

第３ブロック ベスト４ 武馬

第４ブロック ベスト４ ガルティ

女子ダブルス

第６ブロック 準優勝 上野田・武馬

第３５回冬季尾張高等学校テニス選手権大会

Ａチーム １回戦 本校　０－３　丹羽Ａ

Ｂチーム １回戦 本校　２－１　古知野A

２回戦 本校　３－０　新川A

準々決勝 本校　０－２　江南A

5決予備戦 本校　２－１　一宮西Ａ

5決 本校　０－２　一宮西Ｂ

バレーボール

第７６回愛知県高等学校総合体育大会 　尾張支部予選会

出場

令和４年度愛知県高等学校バレーボール選手権大会尾張支部予選会

出場

令和３年度愛知県高等学校バレーボール選手権大会

出場

第７５回全日本バレーボール高等学校選手権大会尾張支部予選会

出場

令和４年度　尾張支部高等学校バレーボール選手権大会

　 出場

令和４年度　愛知県高等学校新人体育大会尾張支部予選会

出場



剣 道

令和４年度第７６回愛知県高等学校総合体育大会尾張支部予選会

団体　女子　 １回戦 本校　×ー〇　滝

個人　男子　　　　木下・祖父江　出場

　　　女子　　　　小川・坂元・杉浦・秋葉　出場

令和４年度第５３回全尾張地区高等学校夏季剣道大会

団体　男子 １回戦 本校・犬山南　×ー〇　中部大第一

　女子 １回戦 本校　×ー〇　滝

令和４年度愛知県高等学校新人体育大会尾張支部予選会

団体　女子　 １回戦 本校　×ー〇　一宮興道

個人　男子　　　　松岡・元松　出場

　　　女子　　　　臼井・犬飼・武田・埜田　出場

＊個人女子ベスト１６　臼井　百花

柔 道

令４年度愛知県高等学校総合体育大会 　尾張支部予選会

男子団体 第４位 県大会出場
令和４年度愛知県高等学校総合体育大会

男子団体 初戦敗退

男女個人戦 ６名出場

令和４年度愛知県高等学校新人体育大会 　尾張支部予選会

男子団体 第４位 県大会出場
令和４年度愛知県高等学校新人体育大会 　

男子　団体戦 ベスト１６

男子　個人戦 ７名出場

水 泳

令和４年度愛知県高等学校新人体育大会尾張支部予選会

女子400ｍ自由形 第３位

男子400ｍ自由形 第４位

男子400ｍ自由形 第５位

男子100ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 第６位

バ ド ミ ン ト ン

第７６回愛知県高等学校総合体育大会尾張支部予選会

＜団体＞

２回戦 本校　　３－２　津島北

３回戦 本校　　０－３　一宮商業

令和４年度愛知県高等学校新人体育大会尾張支部予選会

＜団体＞

１回戦 本校　　３－１　愛知啓成

＜個人単＞

ベスト８　西　　　　　県大会出場

＜個人複＞

ベスト８　宮崎・西　　県大会出場
令和４年度愛知県高等学校新人体育大会

＜個人単＞　出場

＜個人複＞　出場



陸 上 競 技

令和４年度愛知県高等学校学総合体育大会尾張支部予選会

女子

やり投げ 第１位 県大会出場
やり投げ 第６位 県大会出場

令和４年度愛知県高等学校知多 ・尾張１年生陸上競技大会

女子

やり投げ 第２位

走幅跳 第２位

三段跳 第４位

400ｍH 第４位・第６位

400ｍ 第５位

令和４年度愛知県高等学校新人体育大会 　尾張支部予選会

女子

やり投げ 第３位　 県大会出場

サ ッ カ ー
（ 男 子 ）

令和４年度愛知県高等学校総合体育大会尾張支部予選

新型コロナ感染拡大防止のため出場停止

第１０１回高等学校サッカー選手権大会西尾張地区予選

地域活動・トレーニング講習会

令和４年度西尾張サッカーフェスティバル

「将来の夢プロジェクト」開催（公認キッズリーダー養成）

サッカーキャラバン（主催：名古屋サッカークラブ）

KURIMOTO CUP 2022（特別協賛：株式会社クリモト）

サッカークリニック（講師：ゼムノビッチ・ズドラブコ ）

サ ッ カ ー
（ 女 子 ）

第７６回愛知県高等学校総合体育大会女子 サッカー競技

本校　０－０　桐山女学園（PK3-4）

令和４年度愛知県高等学校女子 サッカー大会

本校　０－８　一宮商業・愛知朝鮮合同

第３１回全日本高等学校女子サッカー選手権

本校　０－０　小坂井（PK3-2）

本校　０－１　南山

令和４年度U-18サッカーリーグ2022愛知

３部リーグ

第１節 本校　　０－０　アクア

第２節 本校　　１－１　清林館

第３節 本校　　０－０　桐山女学園

第４節 本校　　０－０　旭丘

第５節 本校　　０－６　尾張ＦC

令和４年度愛知県高等学校新人体育大会女子 サッカー競技

本校　０－３　清林館


