
令和２年度部活動実績 
◇令和3年3月現在 

 

バドミントン男子 

 愛知県高等学校新人体育大会 

（団体戦） 

  1回戦 瀬戸西３－１名古屋北 

  2回戦 瀬戸西３－０春日井 

  3回戦 瀬戸西０－３名古屋 

  5位決定戦 1回戦 瀬戸西１－３旭野 

（個人戦） 

 ダブルス ベスト３２   千藤・髙垣ペア 

             長谷川・森本ペア 

      ２回戦進出   中根・平湯ペア 

              鎌塚・高橋ペア 

 シングルス 

      ベスト３２   千藤、森本 

      ３回戦進出   髙垣 

      ２回戦進出   長谷川 

 冬季バドミントン大会（団体） 

 選手権の部 ブロック優勝 

 中級の部  ３位 

 （決勝リーグはコロナで中止となりました。） 

 

バドミントン女子  

愛知県高等学校新人体育大会 

（団体戦） 

１回戦 瀬戸西０－３至学館 

（個人戦） 

ダブルス  ２回戦進出  浅見・保澤ペア 

牛田・武弘ペア 

水野・加中ペア 

桜井・中西ペア 

シングルス ２回戦進出  舎川 友梨香 

若杉 優凜 

酒井 風香 

 ３回戦進出  石原 愛夏 

 

 

ラグビー 

第100回全国高等学校ラグビーフットボール大会 

愛知県大会 

 １回戦 瀬戸西 １０２－０ 桜台・向陽・瑞陵 

 ２回戦 瀬戸西 １９－２９ 一宮 

               県大会ベスト１６ 
令和２年度愛知県新人体育大会ラグビーフットボール競技 

名北支部予選会 

 １回戦 瀬戸西 ３７－０ 市工芸 

 ２回戦 瀬戸西 １２－２１ 旭野 

 敗者戦 瀬戸西 ７－４３ 千種 

 敗者戦 瀬戸西 ６９－０ 春日井南（名北第７位） 

 

 

サッカー 

 第９９回 全国高校サッカー選手権大会 東尾張予選 

  １回戦 瀬戸西 ２－３ 誉 

 令和２年度 新人体育大会サッカー競技名北部支部予選会 

  １回戦 瀬戸西 ０－６ 明和 

 

テニス男子  

 新人戦名北支部予選 

  １回戦 瀬戸西 ３－２ 長久手 

  ２回戦 瀬戸西 ０－３ 菊里 

  順位決定戦 

１回戦 瀬戸西 ３－２ 春日井南 

  ２回戦 瀬戸西 ０－３ 名大附 

瀬戸地方高校生テニス大会 

  準優勝 瀬戸西高校Ａチーム（安藤・望月・井上・松原） 

テニス女子  

 新人戦名北支部予選 

  １回戦 瀬戸西 ４－１ 菊里 

  ２回戦 瀬戸西 ２－３ 旭丘 

 瀬戸地方高校生新人テニス大会 

  シングルス 第３位 加藤妃奈乃 

 瀬戸地方高校生学年別テニス大会 

  ２年生シングルス 準優勝 加藤妃奈乃 

  ２年生シングルス 第３位 田口夢華 

  １年生シングルス 第３位 黒川愛加 

 瀬戸地方高校生テニス大会 

  第３位 瀬戸西高校Ｃチーム（黒川・鬼頭・山口・小川） 

  第３位 瀬戸西高校Ａチーム（中島・田口・小林・加藤） 

 

バスケットボール男子 

 第 73回全国高等学校バスケットボール選手権大会 

愛知県大会 

 １回戦 瀬戸西 59－27 名経大市邨 

 ２回戦 瀬戸西 20－０ 菊華 

 ３回戦 瀬戸西 67－70 菊里 

 

愛知県高等学校新人体育大会 名北支部予選 

 １回戦 瀬戸西 94－60 春日丘 

 ２回戦 瀬戸西 87－71 東海 

 ３回戦 瀬戸西 85－110 北 

     順位決定戦中止 ベスト８ 

 

バスケットボール女子 

 第 73回全国高等学校バスケットボール選手権大会 

愛知県大会 

１回戦 シード 

 ２回戦 瀬戸西 56－45 明和 

 ３回戦 瀬戸西 46－50 北 

 

愛知県高等学校新人体育大会 名北支部予選 

 ２回戦  瀬戸西 103－43 緑丘 

 ３回戦  瀬戸西 82－49  北 

 準々決勝 瀬戸西 54－67  千種 

     順位決定戦中止 ベスト８ 



 

バレーボール男子 

 愛知県高等学校バレーボール選手権大会 名北支部予選 

  １回戦 瀬戸西 １－２ 市工芸 

 全日本バレーボール高等学校選手権大会 名北支部予選 

  １回戦 瀬戸西 １－２ 瀬戸 

 

バレーボール女子  

 愛知県高等学校バレーボール選手権大会 名北支部予選 

  １回戦 瀬戸西 ２－０ 守山 

  ２回戦 瀬戸西 ０－２ 明和 

全日本バレーボール高等学校選手権大会 名北支部予選 

  １回戦 瀬戸西 ０－２ 名経大市邨 

 

ハンドボール男子 

名古屋地区一年生大会 

１回戦 瀬戸西 １０－１２ 名古屋大谷 

敗者戦 瀬戸西  ７－ ７ 名東（７ｍｔｃ１－０） 

新人体育大会 

１回戦 瀬戸西 １６－３１ 瀬戸 

 瀬戸尾張旭地区大会 

  １回戦 瀬戸西 １９－２５ 長久手 

 

水泳  

 第５７回名古屋地区大会 

  男子200m個人メドレー 鈴木 智也 第７位 

 愛知県高等学校新人体育大会 

  男子200m個人メドレー 鈴木智也 第２位 県大会出場 

  男子200m平泳ぎ    田中 颯 第６位 県大会出場 

  男子100m背泳ぎ    青山遥大 第10位 県大会出場 

 

ハンドボール女子 

 愛知県高等学校ハンドボール大会 名北支部予選会 

１回戦 瀬戸西 ７－３０ 春日井商業 

 名古屋地区１年生大会 

１回戦 瀬戸西４－１６ 名古屋南 

敗者戦 瀬戸西４－１３ 春日井南 

 瀬戸尾張旭地区大会 

  １回戦 瀬戸西９-１４ 長久手 

ソフトボール 

 愛知県選手権 

  １回戦 瀬戸西 11－９ 緑丘 

  ２回戦 瀬戸西 ０－10 菊華 

オール尾張選手権 

  １回戦 瀬戸西 14－３ 岩倉総合 

  ２回戦 瀬戸西 ８－０ 名古屋商業 

  ３回戦 瀬戸西 ２－15 修文女子 

   愛知県ベスト８ 

新人体育大会名北支部予選会 

 予選リーグ 瀬戸西 １－８ 栄徳 

       瀬戸西 ２－13 名古屋北 

 

 

 

 

卓球 

 男子 

  愛知県高等学校新人体育大会 名北支部予選 

     ２回戦 瀬戸西 ３－１ 市工芸 

     ３回戦 瀬戸西 ３－１ 名大附属 

     準決勝 瀬戸西 １－３ 名古屋 

   ３位決定戦 瀬戸西 ３－２ 東邦 

             第３位 県大会出場 

 女子 

愛知県高等学校新人体育大会 名北支部予選 

   １回戦 瀬戸西 ２－３ 春日井 

 

陸上競技 

 愛知県学年別大会 

  男子３年の部 ８００ｍ ４位 吉田拓充 

 新人戦名北予選 

  男子 ８００ｍ ６位 高島光 県新人出場 

  女子 ４×４００ｍリレー ８位入賞 

     (加藤美、渡邊、加藤ま、寺澤) 

 

放送部  

 愛知県高等学校総合文化祭 放送部門 出場 

 愛知県高校放送コンテスト１年生大会 出場 

 

剣道 

 第４８回全尾張地区高校一年生大会 出場 

 


