２０１７年度

部活動の主な成績

＜高校の部活動＞

８００ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ

優勝

剣道部

水泳部

●兵庫県総体神戸地区予選

●競泳 Japan Open 2017

男子団体

２位

８００ｍ自由形 １３位 内田真樹

女子団体

２位

１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ １５位 西村麻亜 ●近畿高校総体水泳競技部門

男子個人

３位 松井大誠

２００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ １１位 西村麻亜 女子

女子個人

優勝 堀谷寧々

いずれも全日本ベスト１６

８００ｍ自由形

３位 内田真樹

２位 伊藤こよみ

●兵庫県高校総体水泳競技部門

１００ｍ背泳ぎ

３位 居林優衣

●兵庫県高校総体

男子

１００ｍ平泳ぎ

２位 関戸珠実

男子団体

３位

２００ｍ平泳ぎ

女子団体

２位

２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 優勝 北村祥瑛 ２００ｍ平泳ぎ

２位 関戸珠実

男子個人

３位 近谷優浮

４００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ ３位 三原慶悟

３位 堀上綺良

女子個人

優勝 近谷舞花

女子 総合優勝
（８年連続２３回目） １００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ

優勝 西村麻亜

３位 堀谷寧々

最優秀選手 西村麻亜（２年連続） ２００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ

●近畿高等学校剣道大会

西村・居林・森・梶野
４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 優勝

総合３位

女子個人 ベスト８ 堀谷寧々

４００ｍ自由形 優勝 森菜々子

●全国高等学校剣道大会

３位 内田真樹

８位 西村麻亜

優勝

２位 堀上綺良

女子個人

３位

近谷舞花

西村麻亜

蒔野鐘大

２位 梶野千紗
西村麻亜
２位 梶野千紗

８００ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ

７位

梶野・居林・森・西村
４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ６位
居林・関戸・西村・梶野
技大会
８００ｍ自由形

７位 内田真樹

１００ｍ背泳ぎ

８位 居林優衣

２００ｍ背泳ぎ

２位 居林優衣

４００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 優勝 笠松咲蘭

１００ｍ平泳ぎ

８位 関戸珠実

３位 濱上未祐

２００ｍ平泳ぎ

５位 関戸珠実

１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ

優勝 西村麻亜

西村・梶野・岡・居林 ２００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ

優勝 西村麻亜

２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 優勝 笠松咲蘭
深見恵子

２位 濱上未祐

女子団体
１回戦 １－０ 三重総合
（大分県） ４００ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ
２回戦 ０－３ 樟南（鹿児島県）

８位

２００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝（２年連続） ●全国 JOC 夏季ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ水泳競

●近畿高等学校選抜剣道大会

●全国高等学校選抜剣道大会

３位 西村麻亜

梶野・西村・岡・居林

１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝（３年連続）

大久保薫

優秀選手賞

２００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ

１００ｍ平泳ぎ 優勝（３年連続） ４００ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ

女子団体

女子団体 優勝

女子 総合８位

２００ｍ背泳ぎ ２位 山田ひかる １００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ

関戸珠美

深見恵子

４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ２位

８位 堀上綺良

５位

優秀選手

西村・梶野・岡・居林

３位 山田ひかる ２００ｍ平泳ぎ

男子団体

芝本明日香

２位

●日本高等学校選手権水泳競技大会

３位 居林優衣

●兵庫県高等学校新人剣道大会

４００ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ

３位 廣葉萌佳

●兵庫県民大会
優勝

西村麻亜

居林・関戸・西村・梶野

女子団体 ５位入賞
（敢闘賞受賞） １００ｍ背泳ぎ ２位 居林優衣

女子団体

優勝（２連覇）

８００ｍ自由形 優勝 内田真樹

●玉竜旗

７位

３位 堀上綺良

５０ｍ自由形 ２位 岡真衣香
２００ｍ自由形 ２位 森菜々子

男子団体

総合３位

２位 斉藤 迅

女子団体 優勝

女子個人 ベスト８ 近谷舞花

居林・関戸・西村・梶野

優勝

４００ｍ自由形

４位 梶野千紗

関戸珠実（第２泳者） １００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝 梶野千紗

４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ５位

西村麻亜（第３泳者） ●全国 JOC ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ

山田・堀上・笠松・居林
●県新人戦

居林優衣（第４泳者） 女子
少年Ａ４００ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ（第１泳者） ２００ｍ背泳ぎ 優勝 居林優衣

団体女子総合優勝

６位 居林優衣

団体男子総合優勝

１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ ３位 西村麻亜

少年Ａ２００ｍ平泳ぎ ７位

創部以来初の県新人大会ｱﾍﾞｯｸ優勝）

関戸珠実

女子

●近畿高等学校新人水泳競技大会

１００ｍ自由形 優勝 梶野千紗

男子

４００ｍ自由形 優勝 内田真樹

１００ｍ背泳ぎ

５０ｍ背泳ぎ 優勝 居林優衣

２位 井上大輝

２位 縄井彪士 ●織田記念陸上

女子

総合優勝 西日本ｼﾞｭﾆｱ男子５０００ｍ

２位 上根悠香

１００ｍ平泳ぎ

１００ｍ平泳ぎ ２位 堀上綺良

５０ｍ背泳ぎ

１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝 笠松咲蘭

●兵庫ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ

総合７位 ５０００ｍ

１００ｍ背泳ぎ 優勝 山田ひかる ４００ｍ自由形

５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝 西村麻亜

陸上競技部（長距離男子）

２位 内田真樹

１位 井上大輝

優勝 堀上綺良 ●兵庫県高等学校総合体育大会
３位 居林優衣

８００ｍ

２位 木村翔太

１００ｍ背泳ぎ ２位 山田ひかる １５００ｍ

３位 井上大輝

５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝 西村麻亜

３０００ｍｓｃ ５位 坂本祐喜

２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 優勝 森菜々子

１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝 笠松咲蘭

●全国高等学校陸上競技対校選手権

４００ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ

４００ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ 優勝

大会（近畿総体）

優勝

梶野・居林・森・西村
４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 優勝

居林・森・前田・西村
４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 優勝

居林・堀上・西村・梶野
男子

山田・堀上・西村・居林
●冬季兵庫県高校対抗水泳競技会

８００ｍ

３位 木村翔太

１５００ｍ

５位 井上大輝

３０００ｍｓｃ １位 坂本裕喜
●全国高等学校陸上競技対校選手権大会

５０ｍ自由形 ２位 永井 絃

男子 総合優勝

８００ｍ予選 ４位 木村翔太

１００ｍ自由形 ２位 岡田誠也

女子 総合優勝

１５００ｍ予選 ４位 井上大輝

４００ｍ自由形 ３位 田中一光

２年連続男女アベック優勝

１５００ｍ決勝 10 位 井上大輝

１００ｍ背泳ぎ 優勝 縄井彪士

男子

３０００ｍｓｃ予選 ２位 坂本祐喜

１００ｍ平泳ぎ ２位 斉藤 迅

２００ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ 優勝

３０００ｍｓｃ決勝 12 位 坂本祐喜

１００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ ３位 三原慶悟
４００ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ ２位
田中・岡田・縄井・三原
４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ２位
●第７２回国民体育大会
３位
堀上綺良
少年Ｂ４００ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ

８位

１年１５００ｍ

２００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 優勝

１年３０００ｍｓｃ １位 川畑昇大

６位 内田真樹

少年Ａ２００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ

８位
西村麻亜

少年Ａ４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ６位

２年

３位 吉原 篤

８００ｍ １位 藤原悠帆

１００ｍ自由形 優勝 西村麻亜

２年 １５００ｍ １位 三宅友哉

２００ｍ自由形 優勝 梶野千紗

２年 ５０００ｍ ３位 目片将大

４００ｍ自由形 優勝 内田真樹

●兵庫県高等学校駅伝競走大会

１００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 優勝

優勝 ２時間６分４９秒

笠松咲蘭

北村祥瑛（第１泳者） ２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 優勝
無差別ＯＷＳ

●兵庫県高等学校ユース陸上

女子
山田・関戸・西村・梶野

縄井・斉藤・北村・田中
少年Ｂ１００ｍ平泳ぎ

田中・永井・北村・川北

笠松咲蘭

（２年ぶり４回目）
井上・坂本・大西・目片
進藤・吉原・三宅

５０ｍ平泳ぎ 優勝 関戸珠実

●近畿高等学校駅伝競走大会

１００ｍ平泳ぎ 優勝 関戸珠実

優勝 ２時間７分２７秒

５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝 西村麻亜

（２年連続５回目）

目片・坂元・大西・吉原
進藤・井上・三宅
●全国高等学校駅伝競走大会

２位 小林 朝

団体戦 ３位

２年 １５００ｍ １位 大西ひかり 個人戦 優勝 古屋・木瀬組
１年 ３０００ｍ ２位 小林 朝

８位入賞 ２時間５分３２秒

●全国高等学校総合体育大会

３位 樽本つかさ 団体戦 ベスト１６

（７年ぶり３回目の入賞）

２年 ３０００ｍ ２位 大西ひかり ●兵庫県民大会少年の部

井上・坂本・大西・目片

●兵庫県高校駅伝

総合２位

個人戦 優勝 木瀬・古屋組

進藤・吉原・三宅

●近畿高校駅伝

総合２位

ベスト４ 牛留・長野組

●ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ日本選手権

●ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ日本選手権

木下・畑岡組

Ｕ２０男子４ｋｍ １位 三宅友哉

Ｕ２０女子６ｋｍ ７位 荒井優奈

６位 川端拳史

９位 樽本知夏

●国民体育大会
選手

１３位 大西ひかり
陸上競技部（長距離女子）
●兵庫県高等学校陸上競技対校
選手権大会（高校総体）
１５００ｍ

１位 樽本知夏

３０００ｍ

２位 大西ひかり
３位 荒井優奈

１７位 大田麻衣
団体戦 優勝

１８位 後藤藍子 団体戦 優勝（４連覇）
個人戦 優勝 木瀬・平岡組
陸上短距離部

２位 大野・安保組

女子４００ｍ

●ソフトテニスジャパンカップ
３位 田中寛子

３位 大西ひかり

●兵庫ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ

３０００ｍ

２位 大西ひかり

女子４×１００ｍﾘﾚｰ ベスト更新

１５００ｍ決勝進出

大島・山元・三浦・田中
●神戸市総体

女子バスケットボール部
●兵庫県高等学校総合体育大会

女子１００ｍ ﾍﾞｽﾄ更新 日野谷レナ

１６位 大西ひかり

女子４００ｍ

１７位 大西ひかり

Ｕ１７の部
優勝（日本一）木瀬晶絵

１２位 樽本知夏
３０００ｍ決勝進出

第３位

Ｕ２０女子４ｋｍ ７位 樽本知夏 会

１５００ｍ

●全国高等学校陸上競技対校選手権大会

木瀬・平岡
●兵庫県高等学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ新人中央大

●全国高等学校陸上競技対校選手権 ●神戸市記録会
大会（近畿総体）

古屋・牛留・澤田

５位

準優勝

田中寛子

優秀選手 神田奈緒

●兵庫県総体

●近畿高等学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大

女子４００ｍ ﾍﾞｽﾄ更新 田中寛子

会

●兵庫県ユース陸上競技対校選手権大会

ベスト８
優秀選手賞 樋口里衣奈

１年 ８００ｍ ２位 神澤 桃

女子ソフトテニス部

●兵庫県私立高等学校女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰ

２年 ８００ｍ ２位 鳥山陽菜

●神戸市高等学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会

ﾙ大会

３位 加藤楓花

団体戦 優勝（１０連覇）

●全国総体ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技大会

１年 １５００ｍ １位 樽本つかさ 個人戦 優勝 古屋・木瀬組
２位 小林 朝

２位 大野・平岡組

２年 １５００ｍ １位 大西ひかり

ベスト４ 江藤・埽部組

１年 ３０００ｍ １位 樽本つかさ

嶋村・楠本組

２位 小林 朝
２年 ３０００ｍ １位 荒井優奈

●兵庫県高等学校総合体育大会
団体戦 優勝

１年 ８００ｍ ５位 神澤 桃

１回戦 須磨学園６３－８７八雲学園
●全国高校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権兵庫県
予選

準優勝

●兵庫県高校新人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選抜優
勝大会

第３位
優秀選手 前野里佳

２位 大西ひかり 個人戦 優勝 牛留・長野組
●近畿高校ユース陸上

優勝

ベスト４ 古屋・木瀬組
木下・畑岡組

１年 １５００ｍ １位 樽本つかさ ●近畿高等学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権

●近畿高等学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人大会
ベスト８

男子バスケットボール部

●兵庫県高体連ｱｰﾁｪﾘｰ新人戦

バドミントン部

●市民大会

男子３０ｍダブルの部

●兵庫県高校総体ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技神戸

１回戦

９７－２８ 灘高校

第４位 酒井真碧

地区大会

２回戦

７４―９７ 御影高校

●のじぎく杯室内ｱｰﾁｪﾘｰ競技大会

団体戦 男子

高校男子Ｂフライト

２回戦 ０－３ 滝川高校

●兵庫県総体
１回戦

８４－７９ 西宮東高校 優勝 濱岡俊樹

団体戦 女子

２回戦 １０５―７４ 香住高校

１回戦 ０－３ 神戸野田高校

３回戦

８６―７５ 姫路飾西

空手道部

●須磨区大会

４回戦

５４―７５ 三田学園

●神戸市高等学校春季空手道大会

男子

●選抜優勝大会

男子個人形 ベスト１６ 榊原佑希 シングルス ベスト８ 下田慶都

１回戦 ９３－３４神戸国際大附属 女子個人形 ベスト８

田中里苑 ダブルス

ベスト８ 下田・谷口

２回戦 ６３－６４ 伊川谷北高校 女子個人組手 ベスト１６吉川真卯 ●神戸地区高等学校学年別大会
●須磨区大会

●兵庫県空手道選手権大会

男子

１回戦 ８２―５５ 北須磨高校

女子個人形 ベスト１６ 田中里苑 シングルス ベスト１６ 下田慶都

２回戦 ７３―５６ 滝川高校

女子個人組手 ベスト１６田中里苑

決勝戦 ８７―５５ 神戸星城高校 ●兵庫県高等学校総合体育大会

硬式野球部

●神戸市総体

●全国高等学校野球選手権兵庫大会

１回戦 ４３－５９ 東灘高校
●秋季大会

女子団体形 ５位
女子個人形 ５位 田中里苑

２回戦

●神戸市高等学校秋季大会

３回戦 ２－１０ 関西学院

４８－５４ 兵庫高校

男子団体組み手 ベスト８

８８―４９ 神港橘高校

女子個人形

５５－５４ 星陵高校

●兵庫県高等学校空手新人大会

ベスト８ 田中里苑

２回戦

３－８ 北須磨高校

敗者復活

ベスト１６

２回戦 １３－０ 神戸高校

７０―６９ 神戸野田高校 女子個人形

ベスト８ 田中里苑

３回戦 １０－３ 須磨友が丘

●兵庫県私立高等学校空手道大会

１回戦 ５２－８３須磨友が丘高校 高校男子個人形 ベスト８ 榊原佑希
高校女子個人組手２年生の部
アーチェリー部

ベスト８ 田中里苑

●兵庫県高体連神戸支部ｱｰﾁｪﾘｰ春期
卓球部

出場

●兵庫県総体神戸地区予選会

酒井真碧

●兵庫県高校総体ｱｰﾁｪﾘｰ競技会

女子学校対抗 第３位

男女３０ｍラウンド決勝

竹本・香西・安藤・後藤・大内

出場

●兵庫県高校総体

酒井真碧

●兵庫県私立中学高等学校ｱｰﾁｪﾘｰ競 男子学校対抗
技会

１回戦 ３－１ 市立尼崎

高校

２回戦 ０－３ 三田学園
酒井真碧

女子学校対抗

●全兵庫ｱｰﾁｪﾘｰ競技会少年の部

１回戦 ３－１ 明石城西

高校男子３０ｍダブル個人の部

２回戦 ０－３ 県立芦屋

酒井真碧

決定戦 １２－０ 神戸北高校
第３代表に決定
●秋季県大会
１回戦 １－２ 西宮東高校
●阪神間私立高等学校交流試合

大会 ３０ｍダブルの部

出場

●秋季神戸地区大会

７６－８５ 神戸朝鮮高校 女子団体形
●新人戦

出場

７－３ 村岡高校

予選リーグ １５－３ 灘高校
４－３ 村野工業
１位グループ ３－５ 関西学院
１４－１０ 甲南高校
３校が１勝１敗で並んだため、
３校が優勝

サッカー部（高校）

ダンス部

●近畿高等学校弓道大会

●兵庫県総体

●兵庫県高等学校総合体育大会

出場

１回戦 ０－１舞子高校

兵庫県高等学校ダンス地区大会

●神戸市２部リーグ戦

第５位

４－０ 神戸龍谷高校

「脱皮できない蛇は滅びる」

●兵庫県高体連神戸支部秋季弓道大会
遠的の部 ２位 新見日向
総合２位

新見日向

０－２ 六甲アイランド高校 ●兵庫私学ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝ大会 ●神戸支部冬季練習会
●兵庫県高等学校選手権大会
１回戦 ２－３ 鳴尾高校
●新人大会

出演

男子団体戦優勝 Ａチーム

「アロハエコモマイ」

浅山・森本・前田

「Sakura」中高合同

１－４ 神戸高校
●神戸市２部リーグ戦

男子個人 ３位 森本流星

「忍」中高合同
●兵庫県高等学校ダンス新人大会

１－３ 伊川谷高校

第３位

３－３ 神戸鈴蘭台高校

「Empty～子供の孤食～」

０－２ 六甲アイランド高校
チアリーディング部

硬式テニス部（男子）

●神戸祭り「須磨音楽の森」出演

●神戸市夏季リーグ戦２部

●姫路矯正展 2017 出演

第１試合 ４－１ 六甲学院高校
第２試合 ５－０ 長田高校

ハンドボール部

第３試合 ４－１ 滝川第二高校 ●神戸市民体育大会（神戸市高等学
結果：２部リーグ優勝
１部との入れ替え戦

校春季ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ会）
須磨学園２３－１３兵庫高校

須磨学園２－３啓明学院高校
●神戸市秋季リーグ戦２部

●神戸市民体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技
３部４部入れ替え戦

第１試合 ３－２ 御影高校

４部優勝校として北須磨高校と

第２試合 ５－０ 長田高校

対戦 ２３－２５で敗北

第３試合 ３－２ 滝川第二高校 ●兵庫県高校総体ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技
結果：２部リーグ優勝

１回戦 ３１－９ 神戸北高校

１部との入れ替え戦

２回戦 ３５－２ 西宮甲英高校

須磨学園２－３神戸高校

３回戦 １１－３０ 川西緑台高校

硬式テニス部（女子）

弓道部

●兵庫県高体連神戸支部２部

●神戸市民体育大会弓道競技

リーグ戦

高校女子

優勝

●兵庫県高体連神戸支部１部

優勝 橋本 渚

リーグ戦

●兵庫県民体育大会弓道競技

４位

高校女子の部
高校女子ソフトボール部

５位入賞 橋本英里香

●県総体

●兵庫県高校総体弓道競技

１回戦 １１－１３ 姫路東高校

女子団体 ４位
女子個人 ３位 橋本 渚

＜中学校の部活動＞

女子２００ｍ ﾍﾞｽﾄ更新 岸本花奈 テニス部

野球部

●神戸市中学総体

●須磨区総体

男子２００ｍ ﾍﾞｽﾄ更新 吉原 悠 男子団体 １－４ 立花中学

０－６ 須磨北中学

●兵庫県夏季ジュニア

男子４００ｍﾍﾞｽﾄ更新

●須磨区秋季新人大会

南本有亮 ●兵庫県春季団体戦

女子８００ｍﾍﾞｽﾄ更新 貴志舞衣子 女子団体

０－１８ 西落合中学

女子２００ｍﾍﾞｽﾄ更新 貴志舞衣子 １回戦 ４－１ 小林聖心中学

●秋季大会

●兵庫県中学校総体

１－１４ 鷹取中学

２回戦 ２－３ 啓明学院中学

男子１５００ｍﾍﾞｽﾄ更新 藤村凜音 ●兵庫県中学夏季テニス大会

●秋季大会予選敗者復活戦
４－３ 飛松中学

●神戸市中学校陸上新人大会
男子１００ｍﾍﾞｽﾄ更新

個人戦（ｼﾝｸﾞﾙｽ・ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）出場

青木威朔 ●神戸市総合テニス大会

女子１５００ｍﾍﾞｽﾄ更新 川口恵舞 女子団体
サッカー部

女子２００ｍﾍﾞｽﾄ更新 貴志舞衣子 １回戦 ３－２ 滝川第二中学

●須磨区総体

女子１００ｍﾍﾞｽﾄ更新

１回戦

三浦麻実 ２回戦 ３－２ 神大中等

０－１２ 友が丘中学

岡田珠枝 決勝

０－４ 啓明学院中学

●高円宮杯

●神戸市中学陸上秋季記録会

１回戦

女子１５００ｍﾍﾞｽﾄ更新 川口恵舞

団体戦出場

女子１００ｍﾍﾞｽﾄ更新

個人戦（ｼﾝｸﾞﾙｽ・ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）出場

０－１２ ﾚｱﾙｺﾘｰﾀﾞ

●神戸市総体

●兵庫県中学校秋季テニス大会

稲葉理乃

１回戦敗退 対神大附属

坂井優理 ●兵庫県中学校冬季テニス大会

●フェニックスリーグ

女子団体

３部Ａブロック１０位
●新人戦
１回戦

０－５ 丸山中学

バスケットボール部

１回戦 ３－２ 滝川第二中学

【男子】

２回戦 ２－３ 関学中等部

●神戸市民大会 敗戦 対平野中
●須磨区総体 ２３－８９

飛松

バドミントン部

水泳部

●神戸市総体 ３２―１００ 東部 ●神戸市中学総体ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技

●近畿私立中学水泳競技大会

拠点（連合チーム）

団体戦 女子

男子

●私学大会 敗戦 対白陵中

１回戦 ２－１ 山手女子中学校

２００ｍ背泳ぎ ３位 大塚 宙

敗戦 対甲陽中

●神戸市中学総体

勝利 対龍谷中

男子

敗戦 対六甲中 他

２回戦 ０－２ 筒井台中学校
アーチェリー部

１００ｍ背泳ぎ ６位 大塚 宙

●神戸市新人大会 敗戦 対須磨北中 ●兵庫県民大会ｱｰﾁｪﾘｰ競技会

２００ｍ背泳ぎ ８位 大塚 宙

●須磨区強化大会 ３２－９５鷹取 中学３０ｍダブルの部
●須磨区１年生大会 １８―３９飛 男子優勝

陸上競技部

松

熊本伊吹

男子第３位 山本真聡

●須磨区中学総体

女子第２位 西尾未来

男子４×１００ｍﾘﾚｰ ベスト更新

【女子】

●中学ｷｬﾃﾞｯﾄ記録会（最終）

青木・森本・吉原・南本 ●神戸市民大会 敗戦 対魚崎中
女子１００ｍ ﾍﾞｽﾄ更新 稲葉理乃

●神戸市総体

敗戦 対本庄中

坂井優理

●須磨区１年生大会 ０－３８高倉

三浦麻美

２－６６鷹取

岡田珠枝
貴志舞衣子

３０ｍ出場

西尾未来
熊本伊吹
山本真聡

●兵庫県私立中学高等学校ｱｰﾁｪﾘｰ競
技会
中学男子３０ｍダブル個人の部
優勝

山本真聡

第２位 熊本伊吹
中学女子３０ｍダブル個人の部
第２位 西尾未来
●全兵庫ｱｰﾁｪﾘｰ競技会
中学男子３０ｍの部
優勝

山本真聡

第２位 熊本伊吹
第３位 今西遼空
●のじぎく杯室内ｱｰﾁｪﾘｰ競技大会
中学男子
第３位 熊本伊吹
弓道部
●神戸市民体育大会弓道競技
中学男子
優勝 前田健吾
●全国中学生弓道大会兵庫県予選
出場
●近畿中学生弓道大会
出場
●兵庫県私立中学校弓道大会
出場
●近畿中学生弓道錬成大会
出場
空手道部
●兵庫県私立中学校空手道大会
中学男子個人組手
３位 楫川倫太郎
ダンス部
●兵庫私学ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝ大会
出演
「Sakura」中高合同
「忍」中高合同
「Dance Dance Dance」

