
月日 大会名等 成績・結果等 備考
3月27日 対花咲徳栄　　　８－３　○
3月30日 対大阪桐蔭　　　５－４　○
4月1日 対済美　　　　　３－６　● ベスト８

4月20日
対大垣商業　　１３－８　○（延長１１
回）

4月21日 対美濃加茂　　　５－４　○
4月27日 対市岐商　　　  ４－３　○ 準決勝
4月28日 対大垣日大　　　４－１　○ ２年連続優勝

5月24日
第６０回春季東海地区高
等学校野球大会

対静岡　　　　　３－８　●

7月13日 対八百津　　　１１－１　○
7月15日 対岐阜聖徳　　１１－１　○
7月21日 対岐阜第一　  　３－２　○
7月22日 対美濃加茂　  　３－２　○
7月25日 対大垣日大　  　１－５　● ベスト４

月日 大会名等 成績・結果等 備考
5月18日 対高山西　　　　５－０　○
5月19日 対多治見北　　　１－６　●
7月21日 対恵那農　　　１０－０　○
7月23日 対多治見北　　　４－１　○

7月25日
ブロック決勝
対中京　　　 　 ０－７　●

8月24日 対岐阜聖徳　　　１－０　○
8月26日 対岐阜工　　　　２－０　○

月日 大会名等 成績・結果等 備考
団体戦　男子３位
個人戦　男子

軟式野球部

春季岐阜県大会

岐阜県軟式野球選手権大
会

テニス部

岐阜地区秋季大会

第６０回東海高等学校総
合体育大会

6月15日
　 16日

H25 部活動成績　前期４月～９月
硬式野球部

第８５回記念選抜高等学
校
野球大会

平成２５年度
　春季岐阜県高等学校野
球大会

第９５回全国高等学校
　野球選手権記念岐阜大
会

個人戦　男子　３位　松尾魁人
　　　  女子　ダブルス準優勝
           山田紗矢香・青木美映里



全国高等学校総合体育大
会

団体戦　男子１回戦敗退
　　　　女子３回戦進出（ベスト16）
個人戦　男子シングルス
　　　　２回戦進出　松尾魁人
　　　　１回戦敗退　菱田亘槻
        男子ダブルス　３回戦進出
　　　　 　   菱田亘槻・松尾魁人
　　　　女子シングルス　３回戦進出
　　　        山田紗矢香
　　　　女子ダブルス　２回戦進出
         　山田紗矢香・青木美映里

ベスト１６

ベスト３２

月日 大会名等 成績・結果等 備考
5月18日 全国東海高校総体

岐阜県予選大会(団体）
３位

月日 大会名等 成績・結果等 備考
4月27日
4月28日

県高校総体兼東海・全国
総体岐阜中濃地区予選

個人戦　妹尾・大西組　ベスト８
他５組が県大会出場権獲得

6月29日
6月30日
8月3日
8月4日

8月10日
8月11日

8月14日
8月15日
8月16日

8月19日

8月20日

３位通過

１位通過

ベスト８

２０１３年　レークカップ研
修大会

予選１次リーグ
本校２－１京都光華（京都）
本校０ ３汎愛（大阪）

　
　

３位通過

予選１次リーグ
本校１－２高岡商業（富山）
本校１－２高崎商業（群馬）
予選２次リーグ
本校３－０金津（福井）
本校３－０滑川（富山）
本校３－０岐阜選抜（岐阜）
本校２－１大垣商業Ｂ（岐阜）
本校１－２水口東（滋賀）
決勝トーナメント
２回戦　本校２－１長野俊英（長野）
３回戦　本校２－１長野商業（長野）
準々決勝　本校０－２相洋（神奈川）

ソフトテニス部男子

第１６回飛騨カップ県高
校女子ソフトテニス大会

予選リーグ　２位通過
　本校０－３焼津（静岡）
　本校３－０土岐商業・多治見工業連合
２位トーナメント
　１回戦　本校３－０恵那南
　２回戦　本校２－１多治見北
　３回戦　本校２－０土岐商業
　決　勝　本校２－１焼津（静岡）

優勝

第５回　豊川おいでん杯ソ
フトテニス研修大会

予選１次リーグ
　本校２－１焼津（静岡）
　本校３－０豊橋西（愛知）
　本校２－１津島（愛知）
予選２次リーグ（１位リーグ）
　本校２－１豊田東（愛知）
　本校１－２豊川（愛知）

個人戦　吾川・松森組　ベスト１６
二次予選出場権獲得

第２０回北信越高校ソフト
テニス研修大会

ソフトテニス部女子

国民体育大会少年の部一
次予選



8月21日

月日 大会名等 成績・結果等 備考
2013/4/20
2013/4/21
2013/4/27

インターハイ地区予選 県岐商１：１富田
県岐商０：４岐阜
県岐商２：０羽島

グループ３位で予
選敗退

7月14日 岐阜地区総体 県岐商０：１岐阜聖徳 １回戦敗退
2013/4/13
2013/5/6
2013/6/1
2013/6/8
2013/6/22

Ｇ２リーグ 県岐商０：２加茂
県岐商１：３関
県岐商０：３麗澤瑞浪
県岐商２：１大垣工業Ｂ
県岐商０：４岐阜工業Ｂ

前期Ａグループ６
位

月日 大会名等 成績・結果等 備考
5月31日～6
月2日

岐阜県高等学校総合体育
大会

男子総合優勝　4×100mR優勝　　　　　　女
子総合優勝　200m、100mH、400mH優勝

6月21日～
23日

東海高等学校総合体育大
会

男子4×100mR　6位、100m　8位
女子走幅跳　6位

陸上競技部

8月31日 第５２回岐阜地区総合体育
大会ソフトテニス競技

予選リーグ
本校２－１岐阜各務野
本校３－０市岐商
決勝トーナメント
１回戦　本校２－０羽島北
２回戦　本校０－２岐阜総合

第３位

第１１回全日本浜松テクノ
カップ高校女子ソフトテニス
大会

予選１次リーグ
本校２－１四日市商業（三重）
本校３－０豊丘（愛知）

第３位8月23日

　

本校０－３汎愛（大阪）
本校３－０桜井（奈良）
本校１－２高島（滋賀）
本校３－０立命館守山（滋賀）
予選２次リーグ
本校２－１草津東（滋賀）
本校１－２河南（大阪）
本校２－１水口（滋賀）
本校２－１豊田東（愛知）
本校３－０岐阜各務野（岐阜）
決勝トーナメント
１回戦　本校２－１洛西（京都）
２回戦　本校０－２奈良育英（奈良）

２位通過

ベスト１６

サッカー部



月日 大会名等 成績・結果等 備考
岐阜県高等学校総合体育
大会

男子総合優勝
女子総合優勝

岐阜県高等学校新人大会 男子総合優勝
東海高等学校総合体育大
会

２７名出場
井上奨真　２００Ｍ自由形　１位
　　　　　　　４００Ｍ自由形　３位

全国高等学校総合体育大
会

１０名出場
井上奨真　４００Ｍ自由形　８位

月日 大会名等 成績・結果等 備考
5月18日 県総体県全国東海総体県予選１回戦　１９－２２　長良
8月6日
8月10日
8月11日

月日 大会名等 成績・結果等 備考
5月18日
5月19日
5月25日
6月15日
6月16日
8月6日
8月10日
8月11日

月日 大会名等 成績・結果等 備考
4月28日 スプリングチャレンジカップ

（１部）
本校２－０大垣東
本校２－０多治見工業
本校２－０岐南工

優勝

5月26日 全国東海高校総体県予選 本校２－０岐阜聖徳
本校２－０郡上
決勝リーグ
本校２－０岐南工
本校２－０関商工
本校１－２岐阜工

準優勝

6月16日 東海高校総体 本校２－０皇學館
本校０－２星城

ベスト８

6月30日 天皇杯・皇后杯全日本バ
レーボール選手権大会岐
阜県ラウンド

本校２－１朝日大学
本校２－１岐阜工

優勝

9月1日 天皇杯・皇后杯全日本バ
レーボール選手権大会東
海ラウンド

本校２－１トヨタ車体
本校０－２名城大学

男子バレーボール部

結果３位

県総体県全国東海総体県予選
２回戦　２４－９　　可児
準決勝　１３－１８　長良
３位決定戦　２５－２３　富田

結果３位　東海総体
出場

東海総体 １回戦　１７－２７　富士(静岡)

水泳部

ハンドボール部男子

第１０回　堤杯　岐阜県高
校ハンドボール選手権大
会

１回戦　１８－７　　可児
２回戦　１９－９　　長良
３回戦　１０－２３　高山西

結果３位

ハンドボール部女子

第１０回　堤杯　岐阜県高
校ハンドボール選手権大
会

２回戦　３１－７　　各務原
準決勝　１９－２３　長良



月日 大会名等 成績・結果等 備考
4月28日 県高校スプリングチャレン

ジカップ
１回戦○県岐阜商２－０大垣養老
準決勝○県岐阜商２－０岐阜各務野
決　勝○県岐阜商２－０岐阜総合

優勝

5月19日 岐阜県高校総体（山県市
総合体育館他）

5月25･26日 優勝（２年連続５回
目）

6月15・16日 東海高校総体（津市安濃
中央総合公園内体育館）

２回戦○県岐阜商２－０駿河総合
　準決勝○県岐阜商２－１島田商業
　決　勝○県岐阜商２－１富士見

優勝（２年連続）

７月14･15日 中部日本6人制バレーボー
ル男女選手権大会（金沢
市総合体育館）

２回戦●県岐阜商１－２富士見 ベスト８

7月28～８月
1日

全国高等学校総合体育大
会

予選リーグ戦
○県岐商２：０高崎健康福祉大学高崎
決勝トーナメント
２回戦
●県岐商１：２熊本信愛

9月1日 天皇杯・皇后杯全日本バ
レーボール選手権大会東
海ブログランド

１回戦　県岐商２：０皇學館大学
２回戦　　〃　０：２ＪＡぎふリオレー
ナ

月日 大会名等 成績・結果等 備考
5月18日 岐阜県高校総体（岐阜メモ

リアルセンター、可児高
校、加茂高校他）

1回戦○県岐商 134-40 大垣北
2回戦○県岐商 107-62 中津商 ※翌週3回戦へ

5月19日 1回戦●県岐商 67-69 中津
5月25、26日 女子準優勝 ブロック決勝

○県岐商 114-38 岐阜農林
決勝リーグ
●県岐商 51-89 岐阜女子
○県岐商 68-55 岐阜総合
○県岐商 71-64 高山西

6月15日 東海高校総体(鈴鹿体育 1回戦●県岐商 29ｰ67 県立駿河総合

月日 大会名等 成績・結果等 備考
5月11日、
12日

県高校総体兼インターハ
イ予選（個人の部）

男子単優勝古田、３位小竹、ベスト８川
上
男子複優勝古田・小竹、２位川上・山野
内、３位牧田・高尾、柳瀬・高田
女子単優勝林千、２位横山、３位林瑞、
ベスト８苅谷、稲川、遠藤
女子複優勝横山・林千、ベスト８林瑞・
苅谷、伊藤・水野佳、犬飼・稲川

各種目２位までが
全国高校総体（８
月・北九州）に出
場

5月18日 県高校総体兼インターハ
イ予選（団体の部）

男子　優勝　４年連続３１回目
女子　優勝　４年連続２５回目

男女とも４年連続
全国高校総体（８
月・北九州）に出
場

6月15日、
16日

東海高校総体 男子　３位
女子　３位

女子バレーボール部

　１回戦○県岐阜商２－０東濃実業
　２回戦○県岐阜商２－０済美
　３回戦○県岐阜商２－０高山西
決勝リーグ
　　　　　○県岐阜商２－０本巣松陽
　　　　　○県岐阜商２－０関商工
　　　　　○県岐阜商２－０岐阜城北

バスケットボール部

バドミントン部



8月6日～11
日

全国高校総体 男子団体　１回戦
女子団体　１回戦
男子複　古田・小竹、川上・山野内　１
回戦
男子単　古田将也　３回戦
女子団体　２回戦
女子複　横山・林千　３回戦
女子単　林千　２回戦、横山　１回戦

8月17日 第４７回岐阜県バドミン
トン選手権大会単２部

男子Ａ　１位柳瀬敦也
　　　　ベスト４高田真吾
女子Ａ　１位遠藤歩美
　　　　２位稲川恵里奈

9月14日～
16日

第３３回全日本ジュニア
バドミントン選手権大会

ジュニア男子複　川上・山野内　１回戦
ジュニア女子複　稲川・水野裕　１回戦

9月14日、
15日

平成２５年度東海総合バ
ドミントン選手権大会

ジュニア男子単　柳瀬敦也　１回戦
ジュニア女子複　遠藤・小島　１回戦
ジュニア女子単　遠藤歩美　３位

月日 大会名等 成績・結果等 備考
5月3日 岐阜県団体卓球選手権 男子Ａチーム　ベスト８

男子Ｂ・Ｃチーム　ベスト１６
5月11･12日 県総体個人の部地区大会 男子シングルス１１名予選通過

男子ダブルス５組予選通過
5月18･19日 県総体学校対抗の部 ベスト８ ２回戦　　　３－０多

治見西
３回戦　　　３－０岐
阜総合
準々決勝　１－３向
陽台

5月25･26日 県総体個人の部 男子シングルス
　　ベスト１６　榎本、大村、日榮

6月2日 中部日本卓球選手権県予
選

出場決定者
ジュニア男子シングルス　３名
　長屋尚貴、大橋拓弥、今岡拓

6月29日 国体少年参考戦 少年男子シングルス
　ベスト８　榎本

7月13･14･
15日

中部日本卓球選手権 出場　長屋、大橋、今岡

8月7日～8
日

県高校生卓球大会 団体の部
　Ａチーム　準優勝
　Ｂチーム　ベスト８
個人の部
　３位　長屋尚貴
　ベスト８　松野多加志

月日 大会名等 成績・結果等 備考
5月3日 岐阜県団体卓球選手権 女子Ａチーム　優勝

女子Ｃチーム　ベスト８
5月11･12日 県総体個人の部地区大会 女子シングルス１１名予選通過

女子ダブルス５組予選通過
5月18･19日 県総体学校対抗の部 ２回戦　　３－０東濃

３回戦　　３－０吉城
準々決勝　１－３大垣東
決勝　　　３－０富田

優勝（２年連続６
回目）
インターハイ出場
を決定（３年連続
７回目）

卓球部男子

卓球部女子



5月25･26日 県総体個人の部 女子シングルス
　優勝　加藤杏華
　２位　加藤知秋
　（以上２名インターハイ出場）
　６位　上野有希
　（以上３名東海大会出場）
　ベスト16　山田春花、井後帆乃香
女子ダブルス
　優勝　加藤知秋・杏華組
　２位　上野・山田組加藤知秋
　（以上２組インターハイ出場）
　ベスト８　伊藤・井後組、
　　　　　　間宮・河村組
　ベスト16　服部・村居組

6月2日 中部日本卓球選手権県予
選

出場決定者
女子シングルス　３名
　加藤知秋、山田春花(前年度ランク推
薦)、上野有希
女子ダブルス　５組
　加藤知・加藤杏組(前年度ランク推
薦)、上野・山田組、間宮・河村組、服
部・村居組、井後・佐藤組
ジュニア女子シングルス　６名
　加藤杏華(前年度ランク推薦)、間宮、
服部、河村、井後、村居

6月2日 中部日本卓球選手権県予
選

男子ジュニアシングルス
　大橋、長屋、今岡
女子ダブルス
　加藤知・加藤杏組、上野・山田組、間
宮・河村組、服部・村居組、井後・佐藤
組
女子シングルス
　加藤知、山田、上野
女子ジュニアシングルス
　加藤杏、間宮、井後、服部、河村、村
居

加藤知・加藤杏は
前年度ランク推薦

加藤知・山田は前
年度ランク推薦
加藤知は前年度ラ
ンク推薦

6月15･16日 東海大会 学校対抗の部
　１回戦　３－０桜丘
　２回戦　３－０日大三島
　準決勝　３－０名経大高蔵
　決勝　　３－０富田

女子学校対抗の部
　優勝(２年ぶり２
回目)
女子ダブルス
　準優勝　加藤
知・加藤杏組
　３位　　上野・
山田組
女子シングルス
　準優勝　　加藤
杏華
　ベスト８　加藤
知秋
　ベスト16　上野
有希

6月29日 国体少年参考戦 参考戦ブロック１位の山田、上野と参考
戦免除の加藤知、加藤杏が選考戦に出場
決定

7月7日 国体少年選考戦 １位　加藤杏華
２位　加藤知秋
４位　山田春花
６位　上野有希



7月13･14･
15日

中部日本卓球選手権 女子ダブルス
　優勝　加藤知・杏組
　ベスト８　上野・山田組
　（以上ランク入り）
女子シングルス
　優勝　加藤知秋（ランク入り）
　ベスト32　山田春花
ジュニア女子シングルス
　優勝　加藤杏華
　ベスト16　間宮利帆
　(以上ランク入り)

ITTFジュニアサーキット
　2013スペインジュニア
＆カデットオープン（ス
ペイン）

　ジュニア団体優勝　加藤杏華

ITTFジュニアサーキット
　2013フンシャルジュニ
ア＆カデットオープン
（ポルトガル）

　ジュニア団体優勝　加藤知秋
　ジュニアシングルス優勝　加藤知秋

ITTFワールドツアー2013
　ベラルーシオープン
（ミンクス）

　シングルス　ベスト１６
　アンダー２１シングルス３位　加藤知
秋

2013ベトナムゴールデン
ラケット大会（ホーチミ
ン）

　団体優勝
　シングルス優勝　加藤杏華

月日 大会名等 成績・結果等 備考
5月18日

5月25日
6月23日 岐阜市民剣道大会 女子団体　Ａチーム　３位
7月6日 岐阜県剣道選手権大会 男子個人　川島（２回戦）

女子個人　北潟（２回戦）
8月14日 岐阜県高校剣道選手権大

会
男子団体　３回戦敗退
女子団体　２回戦敗退

富士杯争奪剣道大会（静
岡）

出場

玉龍旗高校剣道選手権大
会（福岡）

出場

月日 大会名等 成績・結果等 備考
岐阜県空手道選手権大会 男子個人組手　優勝　辻　一寛

　　　　　　　２位　藤井　晟矢
男子個人形　　優勝　汲田　舜
　　　　　　　２位　国枝　卓未
女子個人組手　２位　山田由弥佳
　　　　　　　３位　中村　まこ
女子個人形　　２位　国枝紗也加
　　　　　　　３位　林　祐奈

岐阜県高等学校総合体育
大会空手道競技

男子団体組手　優勝

男子個人組手　優勝　小栗　太一
　　　　　　　２位　藤井　晟矢
　　　　　　　３位　林　颯輝

剣道部

岐阜県総合体育大会 男子団体　２回戦敗退
　・女子団体　２回戦敗退
　・男子個人　川島（１回戦）
　　　　　　　田口（１回戦）
　・女子個人　山中（３回戦）
　　　　　　　錦見（１回戦）
　　　　　　　山内（１回戦）
　　　　　　　小島（４回戦）

5月11日・
12日

空手道部

4月21日



男子個人形　　優勝　汲田　舜
　　　　　　　２位　国枝　卓未
　　　　　　　３位　吉村　風雅
女子団体組手　２位
女子個人組手　３位　中村　まこ
女子個人形　　２位　国枝紗也加

東海高等学校総合体育大
会空手道競技

男子団体組手　２位

男子個人組手　３位　藤井　晟矢
　　　　　　　５位　小栗　太一
　　　　　　　５位　廣瀬　悠真
　　　　　　　５位　邨瀬　隼大
男子個人形　　５位　汲田　舜
女子団体組手　３位
女子個人形　　５位　国枝紗也加

月日 大会名等 成績・結果等 備考
8月5日 中部日本吹奏楽コンクール

岐阜県予選
金賞

8月8日 岐阜県吹奏楽コンクール 金賞 ２５年連続
9月7日 岐阜県マーチングバンド・

バトントワーリングフェス
ティバル

銀賞 岐阜県代表
ムーミン賞

月日 大会名等 成績・結果等 備考
６月 第６７回　岐阜県美術展 優秀賞　立川真帆　入選　宮田舞　澤田奈菜

依　林さやか　村瀬愛実　黒川結香　前田万
７月 第１４回　高校生国際美術 奨励賞　国廣有紀　林さやか　杉山沙希
7月28日 第６回　全国高等学校書道

パフォーマンス選手権大会
本選出場　３年生９名　２年生６名

岐阜女子大学全国書道展 大学賞　１年　木野村綾
奨励賞　１年　木下萌子
優秀賞　１年　足立蒼依　大野由紀乃
鹿村桃花　田島唯
　　　　１年 中島美和
秀作賞　１年　加藤優佳　宮嶋香菜子
村瀬佑奈　安田幸加
努力賞　３年　深貝早恵
 　　 　１年　仁平日菜子　樋口朋珠
松原友梨香

月日 大会名等 成績・結果等 備考

6月1日 第60回全国高等学校珠算
競技大会岐阜県予選会

《珠算の部》
団　体：3位　杉山文香、里見彩名、竹川
悠帆
種目別：伝 票 算：3等 杉山文香
読上暗算：3等 里見彩名
《電卓の部》
団　体：5位　臼井真人、後藤真樹、丹羽
優輔

6月15日・
16日

珠算部

吹奏楽部

書道部



9月7日 第59回岐阜県高等学校商
業実務競技大会

《珠算の部》
団　体：３位　里見彩名、竹川悠帆、沢
田果林
個　人：１０位 竹川悠帆
種目別：応用計算：2等 竹川悠帆
3等 沢田果林
読上暗算：3等 里見彩名

※ 11/２(土)東海
大会出場（3名）：
里見彩名、竹川悠
帆、里見彩名

月日 大会名等 成績・結果等 備考
第２５回全国高等学校情
報処理競技大会

団体　優勝
個人　７位、８位

５年連続１３回目

第３３回全国高等学校Ｉ
Ｔ・簿記選手権大会

ＩＴ部門　団体　準優勝
ＦＥ部門　団体　優勝
　　　　　個人　優勝、４位、５位

８年連続８回目

月日 大会名等 成績・結果等 備考
第２７回全国高等学校簿
記コンクール

団体　６位

第３３回全国高等学校Ｉ
Ｔ・簿記選手権大会

簿記部門　団体　準優勝
　　　　　個人　準優勝、
　　　　　　　　４位、５位、７位、８
位
日商１級部門　団体　優勝
　　　　　個人　準優勝、３位、４位、
５位

８年連続１４回目

月日 大会名等 成績・結果等 備考
6月22日 第８３回全国高等学校速

記競技大会　岐阜県予選
団体　準優勝
個人　６位（寺嶋紅音）

8月4日 第８３回全国高等学校速
記競技大会

団　体：３位
個　人：５位　寺嶋紅音
   　　６位　村木　奏
   　　７位　淺野結衣、村山瑞樹
  　　　８位  岡田景子、堀江美奈
　　　　９位　齋藤由里奈
　　　１０位　遠藤大貴

9月7日 第59回岐阜県高等学校商
業実務競技大会

団　体：準優勝
個　人：上級の部　３位　寺嶋紅音
　　　　　初級の部　優勝　近藤優莉
奈、準優勝　木村昭乃

※ 11/２(土)東海
大会出場

速記部

ＥＤＰ部

簿記部
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