
清林館高等学校 令和５年３月３１日

愛知県空手道選手権大会 高校生男子形個人戦 ２回戦

高校生男子組手個人戦 ベスト８

全国高等学校空手道選抜大会 男子個人形 １回戦

愛知県総合体育大会 男子個人形 優勝　※全国大会出場

男子個人組手 第３位　※東海大会出場

男子団体組手 第３位

東海高等学校総合体育大会 男子個人形 第２ラウンド

男子個人組手 １回戦

全国高等学校総合体育大会 男子個人形 第１ラウンド

愛知県高等学校新人体育大会 男子団体形 準優勝　※東海大会出場

男子個人形 第５位

男子団体組手 ３人制 準優勝

男子個人組手 最軽量級 優勝　※東海大会出場　

軽量級 ３回戦

中量級 １回戦

東海高等学校空手道選手権大会 男子団体形 第３位

男子個人組手 -55kg級 ２回戦

清洲城信長杯争奪空手道大会 男子団体組手 予選リーグ 第４位

男子個人組手 -55kg級 準優勝

-61kg級 １回戦

-68kg級 １回戦

パンダ杯全国高等学校空手道形競技錬成大会 男子団体形 第１ラウンド

男子個人形 第３ラウンド

愛知県空手道選手権大会 高校生女子形個人戦 第５位

高校生女子組手個人戦 １回戦

愛知県総合体育大会 女子個人形 準優勝　※全国大会出場

東海高等学校総合体育大会 女子個人形 第１ラウンド

全国高等学校総合体育大会 女子個人形 第１ラウンド

愛知県高等学校新人体育大会 女子個人形 第２ラウンド

女子個人組手 最軽量級 １回戦

軽量級 ２回戦

清洲城信長杯争奪空手道大会 女子団体組手 予選リーグ 第４位

女子個人組手 -48kg級 ２回戦

-53kg級 １回戦　

パンダ杯全国高等学校空手道形競技錬成大会 女子団体形 第１ラウンド

女子個人形 第１ラウンド

愛知県私学祭 男子団体戦 ２回戦

全尾張地区１年生大会 男子団体戦 ベスト８

個人戦 ３回戦

愛知県私学祭 女子団体戦 １回戦

全尾張地区１年生大会 女子団体戦 １回戦

個人戦 ３回戦

愛知県夏季尾張高等学校テニス選手権大会 尾張支部予選 １８歳以下シングルス １ブロック準優勝

１６歳以下シングルス ３ブロック準優勝

 愛知県ジュニアテニス選手権 １７歳以下シングルス ３回戦

愛知県私学祭テニス競技 ダブルス団体戦 ベスト８

愛知県高等学校新人体育大会 尾張支部予選会 男子ダブルス ２ブロックベスト４

男子シングルス １ブロックベスト８

６ブロックベスト４

愛知県総合体育大会 尾張支部予選 シングルス ブロック準優勝

愛知県夏季尾張高等学校テニス選手権大会 尾張支部予選 １６歳以下シングルス ７ブロック優勝

１ブロック優勝

男子

女子
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高円宮杯JFA　U-18サッカーリーグ2022 愛知県３部リーグ １勝８敗０分　第１０位

愛知県総合体育大会 尾張支部予選 １回戦

全国高等学校サッカー選手権大会愛知県大会 西尾張地区予選 県大会決定戦敗退

私学祭体育大会 １回戦

愛知県高等学校新人体育大会 尾張支部予選 １回戦

プレＵ-１８サッカーリーグ2022愛知 １勝２敗２分 第４位

愛知県総合体育大会 ２回戦

愛知県高等学校女子サッカー大会 ２回戦

全日本高等学校女子サッカー選手権大会 愛知県大会 ２回戦

愛知県高等学校新人体育大会 ３回戦

男子 海部地区高等学校卓球大会 準優勝

女子 愛西市民卓球大会 優勝

中部チアリーディング選手権大会 DIVISION１ 第４位

DIVISION２ 第５位

JAPAN CUP 2022 チアリーディング日本選手権大会 DIVISION１ 第２３位

DIVISION２ 第１６位

全日本高等学校選手権大会 DIVISION1 第３４位

DIVISION２ 第２３位

愛知県高等学校チアリーディング選手権大会 自由演技競技 第３位

エキシビション 敢闘賞

愛知県総合体育大会 尾張支部予選 第３位　※県大会出場

愛知県大会 ２回戦

尾張支部バスケットボール競技夏季選手権大会 第３位

東海私学バスケットボール大会 ４勝３敗

愛知県高等学校新人体育大会 尾張支部予選 優勝　※県大会出場

愛知県大会 １回戦

愛知県総合体育大会 尾張支部予選 準優勝　※県大会出場

愛知県大会 １回戦

尾張支部バスケットボール競技夏季選手権大会 準優勝

ABA　U-18　バスケットボールリーグ 女子２部Bリーグ 準優勝

愛知県高等学校新人体育大会 尾張支部予選 準優勝　※県大会出場

愛知県大会 １回戦

愛知県総合体育大会 尾張支部予選 学校対抗戦 第３位　※県大会出場

ダブルス 第３位　※県大会出場

ベスト１６　※県大会出場

シングルス ベスト８　※県大会出場

愛知県大会 学校対抗戦 １回戦

ダブルス １回戦

シングルス ２回戦

愛知県高等学校新人体育大会 尾張支部予選会 団体戦 １回戦

個人戦ダブルス ベスト８　※県大会出場

ベスト１６　※県大会出場

個人戦シングルス ベスト１６

県大会 個人戦ダブルス １回戦

冬季尾張高等学校バドミントン選手権大会 第１リーグ 第２位

愛知県総合体育大会 尾張支部予選 学校対抗戦 １回戦

ダブルス ベスト１６　※県大会出場

シングルス ベスト１６　※県大会出場

愛知県大会 シングルス １回戦

ダブルス １回戦

愛知県高等学校新人体育大会 尾張支部予選会 団体戦 １回戦

個人戦シングルス ２回戦

個人戦ダブルス ベスト１６　※県大会出場

県大会 個人戦ダブルス １回戦

冬季尾張高等学校バドミントン選手権大会 第１リーグ Aチーム

Bチーム

クリスマスカップ ダブルス 第３位

２回戦

ウィメンズカップ 学校対抗戦 新人の部 予選リーグ

選手権の部 予選リーグ

チアリーディング

バドミントン

男子

女子

卓球

サッカー

男子

女子

バスケットボール

男子

女子



愛知県総合体育大会 尾張支部予選 第３位　※県大会出場

愛知県大会 ２回戦

愛知県高等学校バレーボール選手権大会 尾張支部予選 準優勝　※県大会出場

愛知県大会 ベスト８

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 第３位　※県大会出場

愛知県予選会 ベスト１６

尾張支部バレーボール選手権大会 第５位

愛知県高等学校新人体育大会 尾張支部予選 優勝　※県大会出場

愛知県大会 １回戦

愛知県総合体育大会 尾張支部予選 第３位　※県大会出場

愛知県大会 １回戦

愛知県高等学校バレーボール選手権大会 尾張支部予選 優勝　※県大会出場

愛知県大会 ２回戦

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 優勝　※県大会出場

愛知県予選会 ベスト１６

尾張支部バレーボール選手権大会 第４位

愛知県高等学校新人体育大会 尾張支部予選 準優勝　※県大会出場

愛知県大会 ２回戦

ボウリング 東海地区小学・中学・高校・大学ボウリング選手権大会 高校生の部男子個人戦 第１８位

愛知県高等学校野球選手権大会 尾張地区大会 １次トーナメント 第３位

２次トーナメント ベスト８　※県大会出場

愛知県総合体育大会 尾張支部予選 ２回戦

愛知県高等学校ハンドボール選手権大会 尾張支部予選 準優勝　※県大会出場

愛知県大会 ２回戦

愛知県総合体育大会 尾張支部予選 第４位　※県大会出場

愛知県大会 １回戦

愛知県高等学校ハンドボール選手権大会 尾張支部予選 優勝　※県大会出場

愛知県大会 １回戦

愛知県私学祭ハンドボール競技 第４位

演劇 中部日本高等学校演劇大会愛知県大会 尾張地区大会 出場

愛知県吹奏楽コンクール 西尾張地区大会 金賞　※県大会出場

愛知県大会 銀賞

愛知県個人重奏コンテスト地区大会 銀賞

PC レスキュー・ライン 第８位

愛知県総合体育大会なぎなた競技 個人の部 第３位　※東海大会出場

演技の部 １回戦

東海高等学校総合体育大会なぎなた競技 個人の部 第３位

愛知県高等学校新人体育大会なぎなた競技 個人の部 準優勝　※全国大会出場

演技の部 第３位

愛知県高等学校学年別大会なぎなた競技 個人の部 優勝

演技の部 第３位

全国高等学校なぎなた選抜大会 個人の部 １回戦

名古屋外国語大学中国語スピーチコンテスト 優秀賞

江蘇杯中国語スピーチコンテスト 中部東海地区大会 第１位

第２位

バレーボール

男子

女子

その他

野球 男子

男子

ハンドボール

女子

吹奏楽

ロボカップジュニア　レスキュー　東海ブロック大会　ワールドリーグ


