
 

２０１８年度 部活動の主な成績 

＜高校の部活動＞ 

剣道部 

●兵庫県高等学校総合体育大会 

＜女子団体戦＞ 

優勝 （大久保、豊田、芝本、近谷、

鎌田、後藤、深見） 

優秀選手：大久保、深見 

＜男子団体戦＞ 

第５位 （坂元、大倉、蒔野、三宅、

三浦、番原） 

優秀選手：大倉 壮介 

＜男女個人戦＞ 

男子の部 

坂元 雅英  ベスト１６ 

女子の部 

第２位 芝本 明日香 

第３位 豊田 楓 

第５位 近谷 舞花 

●近畿高等学校剣道大会 

＜女子団体戦＞ 

第３位 （大久保、豊田、芝本、近

谷、鎌田、廣滝、深見） 

＜男子団体戦＞ 

予選リーグ敗退 （坂元、大倉、蒔

野、三宅、三浦、番原） 

＜女子個人戦＞ 

第３位 芝本 明日香 

●玉竜旗高校剣道大会 

女子団体 ベスト８ 

●兵庫県高等学校新人剣道大会 

女子団体  優勝 

女子個人 優勝  深見 恵子 

     第３位 鎌田 玲寧 

優秀選手：後藤 都希 

●全国高等学校選抜剣道大会 

女子団体 第３位 

優秀選手：深見 恵子 

 

 

水泳部 

●競泳 Japan Open 2018 

居林優衣、久保田一矢 

の 2名が第 8回ジュニアパンパシフ

ィック選手権日本代表選手団に選出 

●兵庫県高校総体水泳競技部門 

男子     総合３位 

50ｍ自由形 優勝 重本孝太郎 

1500ｍ自由形 2位 久保田一矢 

100ｍ背泳ぎ 2位 縄井彪士 

200ｍ背泳ぎ 3位 縄井彪士 

100ｍバタフライ 3位 重本孝太郎 

200ｍ個人メドレー 優勝 北村祥瑛 

400ｍフリーリレー 3位  

重本・田中・北村・岡田 

800ｍフリーリレー 3位 

 久保田・田中・三原・北村 

400ｍメドレーリレー 3位 

縄井・斉藤・重本・田中 

女子 総合優勝（９年連続２４回目） 

100ｍ自由形 3位 北井ひかり 

200ｍ自由形 優勝 梶野千紗 

3位 井上真帆 

400ｍ自由形 優勝 梶野千紗 

2位 津田歩季 

800ｍ自由形 優勝 内田真樹 

2位 中野帆波 

3位 津田歩季 

100ｍ背泳ぎ 優勝 居林優衣 

2位 山田ひかる 

200ｍ背泳ぎ 優勝 居林優衣 

2位 山田ひかる 

100ｍ平泳ぎ 2位 堀上綺良 

200ｍ平泳ぎ 優勝 堀上綺良 

100ｍバタフライ 優勝 西村麻亜 

2位 笠松咲蘭 

200ｍバタフライ 優勝 西村麻亜 

200ｍ個人メドレー 優勝 笠松咲蘭 

 3位 村木こころ 

400ｍ個人メドレー 2 位 森菜々子

400ｍフリーリレー 優勝 

居林・梶野・北井・西村 

800ｍフリーリレー 優勝 

居林・前田・井上・梶野 

400ｍメドレーリレー 優勝 

山田・堀上・西村・居林 

●近畿高校総体水泳競技部門 

女子  総合２位 

100mバタフライ 優勝 西村麻亜 

200mバタフライ 優勝 西村麻亜 

400mフリーリレー ２位 

居林、西村、北井、梶野 

100ｍ背泳ぎ ２位 居林優衣 

800ｍフリーリレー 優勝 

居林、井上、梶野、西村 

200ｍ平泳ぎ ３位 堀上綺良 

400ｍメドレーリレー ２位 

  居林、堀上、西村、梶野 

●日本高等学校選手権水泳競技大会 

女子 総合７位 

100mバタフライ 2位 西村麻亜 

200mバタフライ 優勝 西村麻亜 

200ｍ背泳ぎ ６位 山田ひかる 

800ｍ自由形 ８位 内田真樹 

400ｍメドレーリレー ６位 

 山田、堀上、西村、梶野 

●全国 JOC夏季ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ水泳競

技大会 

100mバタフライ 3位 西村麻亜 

200m個人メドレー 4位 笠松咲蘭 

400m自由形 7位 内田真樹 

800m自由形 7位 内田真樹 

100m平泳ぎ 8位 堀上綺良 

400mメドレーリレー 8位 

笠松、堀上、西村、北井 

200m背泳ぎ 3位 山田ひかる 

200m個人メドレー 7位 北村祥瑛 

 



 

●国際大会ジュニアパンパシフィッ

ク選手権 

200m背泳ぎ 8位 居林優衣 

●国民体育大会 

200mバタフライ 2位 西村麻亜 

400m自由形 4位 久保田一矢 

50m自由形 6位 重本孝太郎 

100m自由形 7位 居林優衣 

400mメドレーリレー 8位 

居林、堀上、西村、梶野 

 

陸上競技部（長距離男子） 

●兵庫ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 

3000ｍ      １位 目片 将大 

●兵庫県高等学校総合体育大会 

800m  5位 藤原 悠帆 

     7位 松嶋 陸 

1500m  1位 松嶋 陸 

3000msc 4位 藤原 太一 

5000m  3位 目片 将大 

     8位 喜多村 慧 

●兵庫県高等学校ユース陸上 

2年 3000ｍＳＣ 10位 浮田 直弥 

2年 5000ｍ     5位 川畑 昇大 

1年 5000ｍ    2位 喜多村 慧 

   3位 上仮屋雄太 

1年 1500ｍ  6位 河合 瑛希 

1年 3000ｍＳＣ  1位 八澤 輝人 

6位 日笠 和哉 

●近畿高校ユース選手権 

1年男子 3000ｍsc 1位 八澤 輝人   

1年男子 5000ｍ 1位 上仮屋 雄太  

1年男子 5000ｍ 5位 喜多村 慧    

●兵庫県高等学校駅伝競走大会 

３位 ２時間８分４１秒 

  目片・三宅・坪田・北野 

  藤原・上仮屋・浮田 

●近畿高等学校駅伝競走大会 

  ４位 ２時間９分３７秒 

  北野・松嶋・目片・永吉 

  浮田・上仮屋・三宅 

陸上競技部（長距離女子） 

●兵庫リレーカーニバル 

女子ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 1500ｍ  

5位 大西ひかり 

2000m 1位 樽本つかさ 

    2位 荒井 優奈 

    4位 鯉田 優奈 

    5位 松尾 瞳子 

    6位 後藤 藍子 

    7位 土井 葉月 

●兵庫県高等学校陸上競技対校 

 選手権大会（高校総体） 

800ｍ  1位 樽本つかさ 

     4位 鳥山 陽菜 

1500m   1位 樽本つかさ 

     2位 大西ひかり 

3000m   1位 大西ひかり 

     2位 荒井 優奈 

     4位 土井 葉月 

●全国高等学校陸上競技対校選手権

大会（近畿総体） 

 800m   7位 樽本つかさ 

1500m   1位 樽本つかさ 

      2位 大西ひかり 

3000m   1位 大西ひかり 

      2位 荒井優奈 

      7位 土井葉月 

●全国高等学校陸上競技対校選手権大会 

1500m  9位  大西ひかり 

12位 樽本つかさ 

3000m  14位 大西ひかり 

15位 荒井優奈 

●兵庫県ユース陸上競技対校選手権大会 

1年 800m  1位 太田美月 

6位 松尾瞳子 

2年 800m  5位 山崎くるみ 

8位 磯部莉那 

1年 1500m  1位 土井葉月 

3位 松尾瞳子 

2年 1500m  1位 樽本つかさ 

2位 小林朝 

1年 3000m  1位 土井葉月 

2位 福永愛佳 

2年 3000m  1位 樽本つかさ 

2位 小林朝 

●近畿高校ユース陸上競技対校選手

権大会 

1年 800m  7位 太田美月 

1年 1500m  3位 土井葉月 

      4位 松尾瞳子 

1年 3000m  2位 土井葉月 

      5位 福永愛佳 

2年 1500m  1位 樽本つかさ 

2位 小林朝 

2年 3000m  1位 樽本つかさ 

4位 小林朝 

●兵庫県高等学校駅伝競走大会 

優勝 １時間８分４秒 

土井・樽本・荒井・福永・大西 

●近畿高等学校駅伝競走大会 

  優勝 １時間８分４０秒 

  大西・土井・樽本・金山・荒井 

●全国高等学校駅伝競走大会 

  ５位 １時間８分１５秒 

  土井・樽本・荒井・金山・大西 

●日本陸上競技選手権大会クロスカ

ントリー競走 

U20女子 6km 5位 大西ひかり 

6位 土井葉月 

8位 荒井優奈 

＊団体優勝 

U20女子 4km 4位 広内来幸 

9位 鯉田優奈 

18位 後藤藍子 

＊団体 3位 

 

 

陸上短距離部 

●兵庫県高等学校陸上競技対校選手

権大会神戸地区予選会 

女子 200m ベスト更新 

日野谷レナ、三浦奈緒、山元紗代子 



 

女子 400m ベスト更新 

日野谷レナ 

●兵庫県高等学校陸上競技対校選手

権大会 

女子 4×100ｍ ベスト更新 

  中村、山元、三浦、丹羽 

女子 4×400ｍ ベスト更新 

  丹羽、三浦、中村、山元 

●兵庫県高等学校ユース陸上競技対

抗選手権大会神戸地区予選会 

女子 2年 100m 全体 7位 中村美紀  

女子 4×400m 全体 5位 

  三浦、中村、丹羽、山元 

●神戸地区高等学校陸上競技対校選

手権大会 

女子 4×400m 全体 4位 

  山元、中村、三浦、丹羽 

 

 

 

女子ソフトテニス部 

●神戸市高等学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 

団体戦 優勝（１１連覇） 

個人戦  

優勝 木瀬・平岡組 

2位 大野・安保組 

ベスト 4 江藤・長野組、石坪・掃部

組 

ベスト 8 河合・嶋村組、牛留・田中

組、楠本・山本組 

●兵庫県高等学校総合体育大会 

団体戦 優勝 

個人戦 

優勝 木瀬晶絵・平岡琴恵組 

２位 大野翠・安保奈緒組 

ベスト４ 江藤志津香・長野亜乃香

組、石坪遥・掃部唯加組 

ベスト８ 田中麗美・望月羅那組 

●ゴーセン杯争奪ハイスクールジャ

パンカップ 2018 

シングルス 第 3位 木瀬晶絵 

ダブルス  第 1位（日本一） 

 木瀬晶絵・平岡琴恵組 

●近畿高等学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権 

団体戦 暑さによりベスト 16 で打

ち切り 

個人戦 

ベスト 8 木瀬晶絵・平岡琴恵組 

ベスト 16 牛留清楓・田中愛美組 

●全国高等学校総合体育大会 

団体戦 第３位 

個人戦 ベスト１６ 

 木瀬晶絵・平岡琴惠組 

●兵庫県民大会少年の部 

個人戦 

優勝 木瀬晶絵・平岡琴惠組 

２位 大野翠・安保奈緒組 

ベスト４ 江藤志津香・長野亜乃香

組、石坪遥・掃部唯加組 

ベスト８ 上田柚香・矢野莉子組、

河合夏澄・嶋村奈音組、牛留清楓・

田中愛美組 

●神戸市高等学校ソフトテニス新人

大会 

団体戦 優勝（10連覇） 

個人戦 

優勝 田中麗美・望月羅那組 

２位 上田柚香・安保奈緒組 

 ベスト４ 牛留清楓・平岡琴恵組 

河合夏澄・田中愛美組 

 ベスト８ 楠本綾穂・山本果奈組 

中川裕香・山元彩加組 

シングルス 

優勝   河合夏澄 

 ２位   望月羅那 

 ベスト４ 上田柚香 

 ベスト８ 牛留清楓、楠本綾穂 

●兵庫県高等学校ソフトテニスシン

グルス大会 

優勝 上田柚香 

２位 牛留清楓 

ベスト４ 川本茄乃 

●兵庫県高等学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ新人中央大

会 

団体戦 優勝（５連覇） 

個人戦 

優勝 牛留清楓・平岡琴恵組 

２位 河合夏澄・田中愛美組 

ベスト４ 上田柚香・安保奈緒組 

楠本綾穂・山本果奈組 

●兵庫県私立高等学校ソフトテニス

選手権大会 

優勝 牛留・平岡組 

２位 上田・安保組 

ベスト４ 田中麗・望月組 

楠本・山本組 

●近畿高等学校ソフトテニス選抜イ

ンドア大会 

団体戦 第３位 

●高松アゼリアカップ高校選抜ソフ

トテニス国際大会 

１回戦 ３-０ 尽誠学園（香川） 

２回戦 ２-１ 山陽女子（岡山） 

３回戦 １-２ 豊田大谷（愛知） 

 

 

 

女子バスケットボール部 

●兵庫県高等学校総合体育大会 

４回戦  91－41 尼崎北高校 

５回戦  70－46 宝塚西高校 

準々決勝 71－73 園田高校 

順位決定リーグ 

53－43 神戸星城高校 

75－65 芦屋高校 

53－79 鳴尾高校 

以上の結果、第６位  

優秀選手賞 Ｋ３－１ 前野 里佳 

●近畿高等学校バスケットボール大

会 

１回戦 ９１－５６ 桐蔭（和歌山） 

２回戦 ６４－８５ 大阪桐蔭（大

阪） 



 

●神戸市西部私立高等学校女子バス

ケットボール競技会 

１回戦 ７５－１８ 啓明高校 

２回戦 ７４－１２ 甲南女子高校 

決勝  ３８－２７ 星城高校 

以上の結果、優勝 

 

 

男子バスケットボール部 

●市民大会 

１回戦 ６９－４６ 神戸商業高校 

２回戦 ７３－７８ 神戸甲北高校 

●兵庫県総体 

１回戦 ６８－８６ 川西明峰高校 

●選抜優勝大会 

１回戦 ９１－８０ 須磨翔風高校 

２回戦 ４９－７５ 夢野台北高校 

●私学大会 

１回戦 ６７―４８ 市川高校 

２回戦 ６３―７７ 近大附豊岡 

●U-18 

１２１－５７ 神戸第一高校 

７９－７５  神戸鈴蘭台高校 

１０２－６０ 伊川谷高校 

１０１－７４ 神戸北高校 

●須磨区大会 

１回戦 ７６－５４ 啓明学院 

２回戦 ６６－２２ 須磨友が丘 

決勝  ４８－５０ 神戸星城 

●秋季大会 

  ９３－７２ 神戸商業高校 

  ８５－６３ 神港橘高校 

  ９９－６４ 舞子高校 

  ４８－５８ 神戸鈴蘭台高校 

  ８２－６２ 御影高校 

  ８３－６１ 須磨翔風高校 

●新人戦 

１回戦 ９９－６６ 神大附属高校 

２回戦 ７３－５９ 神戸星城高校 

３回戦 ５１－１１４ 育英高校 

順位決定戦 

  ６８－５８ 神戸鈴蘭台高校 

  ６２－６６ 兵庫工業高校 

県大会 

１回戦 ６３－６２ 尼崎北高校 

２回戦 ６０－６４ 明石北高校 

 

アーチェリー部 

●近畿私立高等学校アーチェリー大

会 

男子団体３位 

濱岡 酒井 熊本 山本 

●兵庫県高体連総合体育大会アーチ

ェリー競技会決勝戦 

男子団体総合４位 

女子７０ｍラウンド女子個人総合 

第 5位入賞 西尾美来 

●近畿高等学校アーチェリー選手権

大会 

女子７０ｍラウンド 

決勝ラウンド１回戦敗退 西尾美来 

●兵庫県私立中学高等学校アーチェ

リー競技会 

高校男女５０ｍ×２ 

優勝  濱岡俊希 

第５位 熊本伊吹 

●全兵庫アーチェリー競技会 

少年女子５０ｍ×２ラウンド個人 

優勝 西尾美来 

少年男子５０ｍ×２ラウンド個人 

優勝 濱岡俊希 

高校 30ｍ×２ラウンドＢフライト 

第５位 西野高弘 

●兵庫県室内アーチェリー競技会 

高校男子 Aフライトの部 

第３位 濱岡俊希 

高校男子 Bフライト 

第２位 山口将英 

高校女子 Aフライト 

第６位 西尾美来 

高校女子 Bフライト 

第２位 山口沙耶 

 

 

空手道部 

●神戸市空手道選手権大会 

女子個人形 優勝 田中 

女子個人組手 ３位 宮本・水田 

男子形ベスト１６ 野崎・榊原 

男子組手ベスト１６ 榊原・吉本・

小西 

●兵庫県高等学校空手道大会 

男子個人形 ベスト１６ 安積 

女子団体形 ベスト１６ 

女子個人形 ベスト１６ 田中 

●兵庫県高等学校総合体育大会  

女子個人組手 ベスト１６ 田中 

●神戸市高等学校秋季大会 

男子団体組手 ベスト８ 

●兵庫県高等学校空手新人大会 

１日目 形競技 

男子個人形 ベスト８ 安積 

男子団体形 ベスト８ 

●須磨区空手道選手権大会 

男子形競技 優勝  安積 

準優勝 野崎 

男子組手競技 準優勝 安積 

女子組手競技 ３位 竹本 

 

 

 

卓球部 

●神戸市内高等学校卓球大会 

男子学校対抗 

予選 ３－０ 伊川谷北高校 

２次トーナメント 

２回戦 ３－０ 長田高校 

３回戦 ３－１ 兵庫高校 

４回戦 ２－３ 村野工業高校 

女子学校対抗 

２次トーナメント 

２回戦 ３－０ 伊川谷北高校 

３回戦 ０－３ 御影高校 



 

●兵庫県高校総体 

男子学校対抗 第５位 

２回戦 ３－１ 鳴尾高校 

３回戦 ３－０ 西脇工業高校 

４回戦 ３－１ 御影高校 

５回戦 １－３ 報徳高校 

女子学校対抗 

２回戦 ０－３ 明石西高校 

●近畿高等学校卓球選手権大会 

１回戦 ３－０ 那賀（和歌山） 

２回戦 ３－０ 精華（大阪） 

３回戦 ０－３ 東山（京都） 

●須磨区卓球選手権大会 

男子 優勝 笹田、第３位 堀 

女子 第３位 神原 

●兵庫県高等学校新人卓球大会 

男子学校対抗 

１回戦 ３－０ 市川高校 

２回戦 ０－３ 尼崎小田高校 

女子学校対抗 

１回戦 ０－３ 小野高校 

 

 

 

バドミントン部 

●神戸市総体予選 

 団体戦 男子  

 １回戦 ２－３ 滝川高校 

 団体戦 女子 

 １回戦 ０－３ 神戸商業高校 

●兵庫県高校総体バドミントン競技

神戸地区大会 

 団体戦 男子  

 １回戦 １－３ 姫路商業高校 

 団体戦 女子 

 １回戦 １－３ 宝塚北高校 

●第 67 回神戸市総合体育大会須磨

区予選（個人戦） 

男子 

シングルス ベスト４ 下田 

ダブルス 

ベスト８ 鈴木・馬場ペア 

ベスト４ 野口・上野山ペア 

準優勝 下田・谷口ペア 

●平成 30 年度兵庫県高等学校新人

バドミントン選手権大会（個人戦） 

男子 

シングルス 

４回戦進出 下田、鈴木 

ダブルス 

３回戦進出 金堂・長濱ペア  

３回戦進出 下田・谷口ペア 

●2018年度神戸市新人戦団体の部 

男子 

１回戦 ３－０ 滝川高校 

２回戦 ０－３ 県立御影高校 

女子 

1回戦 ０－３ 海星高校 

●平成 30 年度神戸地区バドミント

ン学年別大会 

男子シングルス 

４回戦 山口 

 

 

硬式野球部 

●春季地区大会 

 ２回戦 ６－８ 須磨友が丘高校 

●全国高等学校野球選手権兵庫大会 

 ２回戦 ２－３ 神戸甲北高校 

●秋季神戸地区大会 

 ２回戦 ３－９ 神戸第一高校 

 敗者復活 

 ２回戦 ３－９ 東灘高校 

●阪神間私立高等学校交流試合 

予選リーグ 

１４－３ 灘高校 

１０－０ 甲陽学院高校 

１位グループ 

 ２-１２ 報徳学園高校 

 １６-６ 甲南高校 

＊準優勝 

 

 

 

サッカー部（高校） 

●兵庫県総体 

 １回戦 ８－０ 出石高校 

 ２回戦 ２－０ 仁川学院高校 

 ３回戦 １－４ 関西学院高校 

●神戸市２部リーグ戦 

  ２－２ 六甲アイランド高校 

  ３－１ 啓明学院高校 

  ０－０ 伊川谷高校 

  ２－０ 神戸鈴蘭台高校 

  ０－０ 神戸大学付属高校 

  ０－２ 神戸高塚高校 

●兵庫県高等学校選手権大会 

 １回戦 ５－２ 東播磨高校 

 ２回戦 ０－１ 舞子高校 

●U18神戸市リーグ 3部 Aブロック 

  １－２ 神戸学院大学附属高等

学校 

  ５－１ 神戸大学附属中等教育

学校 

  １－０ 神港学園 

 

 

硬式テニス部（男子） 

●神戸市夏季２部リーグ戦 

 第１試合 ５－０ 神戸科学技術

高校 

 第２試合 ５－０ 滝川第二高校 

 第３試合 ５－０ 御影高校 

 結果：２部リーグ優勝 

 １部との入れ替え戦 

  須磨学園５－０ 啓明学院高校 

●全日本ジュニアテニス選手権 

 ３回戦敗退 小柴 

●神戸市秋季１部リーグ戦 

 第１試合 １－４ 灘高校 

第２試合 ４－１ 神戸高校 

第３試合 ４－１ 三田学園高校 

結果：１部リーグ準優勝 



 

硬式テニス部（女子） 

●兵庫県高体連神戸支部夏季１部リ

ーグ戦       第３位 

●兵庫県高体連神戸支部秋季１部リ

ーグ戦       第３位 

 

ダンス部 

●兵庫県高等学校総合体育大会ダン

ス大会 出場 

  「Ansiedad～ダリの描いた柔らか

い世界～」 

●兵庫私学フェスティバル参加 

「SAKURA」「MANSE」 

「No limit」「Pirates」 

●兵庫県高等学校ダンス新人大会 

  第３位「To be tested～変わり目

に立つ私たち～」 

 

 

 

チアリーディング部 

●神戸祭り「須磨音楽の森」出演 

●宙カミーノ祭出演 

●姫路矯正展 2018出演 

 

ハンドボール部 

●神戸市高等学校春季ハンドボール

大会 

  ４部３位 

●兵庫県高等学校総合体育大会ハン

ドボール競技会 

 ２回戦 12-18 川西北陵高校 

●神戸市高等学校秋季ハンドボール

大会 

  ４部４位 

●近畿私学ハンドボール大会 兵庫

県予選 

  予選敗退 

 

 

 

弓道部 

●神戸市民体育大会弓道競技 

  予選敗退 

●兵庫県民体育大会弓道競技 

  予選敗退 

●兵庫県高校総体弓道競技 

  入賞なし 

●近畿高等学校弓道大会 

出場 

●兵庫県高等学校弓道新人大会 

遠的の部 女子個人３位 国分 

●全国高等学校弓道選抜大会兵庫県

予選 

 出場 

●兵庫県高等学校弓道選抜大会 

 出場 

●第 20回 宝塚『田村麻呂杯』弓道

記念大会 

団体２位 

個人３位 阿部 丈 

 

 

 

 

 


