バレーボール部

陸上競技部

バスケットボール部

高校総体 尾張支部予選 第3位 県大会出場！
高校総体 尾張支部予選 ベスト16
高校総体 愛知県予選 県大会 ベスト32
夏季選手権大会 出場
愛知県高校選手権 尾張支部予選 優勝 県大会出場！ 高校選手権 オール愛知 出場
愛知県高校選手権 (台風の影響により大会中止)
高校新人 尾張支部予選 出場
全日本高校選手権 尾張支部予選 優勝 県大会出場！
全日本高校選手権 愛知県予選 県大会 ベスト8
高校新人大会 尾張支部予選 優勝 県大会出場！
高校新人大会 愛知県予選

水泳部
硬
硬式野球部

高校総体 尾張支部予選
尾張地区 選手権大会
高校新人 尾張支部予選

春季高校野球尾張地区大会
第３位 県大会出場！
春季高校野球愛知県大会
春季全尾張高校野球選手権大会
全国高校野球選手権愛知大会
秋季高校野球尾張地区大会
県大会出場！（２季連続）
秋季高校野球愛知県大会
秋季全尾張高校野球選手権大会
愛知県工業高等学校大会 ベスト8

愛知県高校総体 県大会
八種競技 大石海斗 3位 東海大会出場
ハンマー投 原薗聖那 11位
100m
中島彪流 準決勝進出
200m
中島彪流 予選 16位
愛知県高校総体 東海大会
八種競技 大石海斗 11位
愛知県混成競技大会
十種競技 大石海斗 5位
知多・尾張1年生大会
棒高跳 古川 翔(4位)
吉田悠人(5位)
ﾊﾝﾏｰ投 藤原佑磨(３位)
ﾊﾝﾏｰ投 新川陸翔(５位)
やり投 水埜凌悟(6位)
愛知県高校新人体育大会
尾張予選 5000mW 木村駿汰
ハンマー投 藤原佑磨
尾張駅伝出場

建築研究部

4位 県大会出場
6位 県大会出場

魅力ある部活動

全国

卓 球 部
尾張リーグ
1部学校対抗戦 第5位
2部ｼﾝｸﾞﾙｽ戦 第3位 田村
工業高校生卓球大会 第4位
県秋季新人卓球大会 優勝 渡辺
高校新人大会 尾張支部予選 男子学校対抗戦 準優勝
愛西市民大会 準優勝
海部地区高校生大会 準優勝１名、 5位入賞 ２名
愛知県新春新人男子ダブルス戦 優勝

功

労

賞

テ ニ ス 部
夏季尾張 テニス大会
硬式 シングルス 第３位
高校新人 尾張支部予選
硬式 ダブルス
個人戦 ブロック 準優勝
ソフト 団体戦 出場
尾張ブロック大会
ソフト 個人戦 出場

アウトドア部
県高校総体
１３位
夏期登山大会 １５位
県新人大会 18位

県工研総合競技大会 木材加工競技の部優勝
濵口
東海大会出場
準優勝 日比野 東海大会出場
高校生ものづくりコンテスト 東海大会 優勝 日比野 全国大会 出場決定！
木材加工競技の部
３位 濵口
高校生ものづくりコンテスト 全国大会 ３位 日比野
第55回技能五輪全国大会 職種：建築大工安藤・濵口 愛知県代表として出場

サッカー部

一 致
団 結

高校総体 尾張支部予選
高円宮杯U-18西尾張２部リーグ 3位
尾張選手権大会 ベスト16
高校選手権西尾張地区予選
工業リーグ サッカー大会(3部) 優勝
高校新人 尾張支部予選
＜その他の活動＞
名古屋グランパスボールパーソン参加
西尾張フェスティバル（ジュニアチームとのサッカー交流）
佐織ＣＵＰ（特別支援学校とのサッカー交流）

電子工学研究部
AITサイエンス大賞
ものづくり部門 努力賞
社会科学・地域づくり部門 努力賞
熱田の森ロボット競技大会
ロボスプリント競技 特別賞
歩行ロボット２足型競技 特別賞

柔 道 部
高校総体 尾張支部予選
３位 県大会出場！
高校総体柔道競技 県予選
団体戦：２回戦進出 個人戦：三回戦進出
国体少年の部二次予選 三回戦進出
新人体育大会 尾張支部予選 予選リーグ 2位
新人体育大会 県予選 個人戦出場

H29年度まとめ

電子機械研究部
活動内容

剣 道 部
高校総体 尾張支部予選
金鯱旗争奪剣道大会
工業高等学校体育大会
全尾張地区高校夏季大会
尾張地区高校秋季大会
全尾張地区高校一年生大会

全国

技能検定
電気機器組立て（シーケンス制御作業）
ロボット相撲の製作
第29回全日本ロボット相撲東海大会2台出場
９月１０日（日）桑名市立七和小学校体育館
高校生の部 自立型 ２台 全国大会に出場
しこ名 マスダンパー ３位
しこ名 太陽爆炎乱 ４位に入賞
１１月２６日（日）埼玉 ものつくり大学

ア ー ト 部

資格取得の学習

佐秋祭 体験企画
作品展、看板製作

広 報 部
第3１回高校生の写真展出展
第29回尾張支部写真展出展
奨励賞受賞、努力賞受賞

ハンドボール部
選手権大会尾張支部予選 3位
選手権大会 県大会 ベスト16
工業リーグ大会 出場
尾張地区選手権大会 第４位
尾張地区1年生大会 優 勝
高校新人大会 尾張支部予選 準々決勝進出
一宮・尾張地区大会 本戦出場

機械研究部
活動内容
省エネカーを製作して、大会に参加
最近の活動実績
HONDAエコマイレッジチャレンジ
省エネカーを製作して、大会に参加
2017第31回鈴鹿大会出場 2017Econo Power in GIFU出場

☆３年間部活動に精励する または、県大会へ出場するなど部活動の発展に寄与するとともに他の部員の模範となった生徒たち
バレーボール部：尾塚 拓人、髙橋 陸人、丹下 友登、小川 修平、虻川 一矢、大平 歩己人 ハンドボール部：木下 功貴、矢熊 大資 野球部：倉知 将大、岡部 竜也、金井 省吾、山田 夢斗、大場 厚次、髙木 翔五
卓球部：渡辺 恭平、田村 翼 柔道：伊藤 岳人、松永 拓実 陸上部：大石 海斗、中島 彪流、原薗 聖那、梅田 龍一 水泳部：則武 峻大 アート部：溝口 龍臣 電子 工学研究部：羽柴 直輝 建築研究部：日比野 友哉

