
 

 

 

 

 

創部５年目を迎え、専門の指導者のもと栃木県トップクラスの実績を挙げていま

す。 無題.msg

 

 

令和４年度  

栃木県高等学校総合体育大会 体操競技大会 兼第７１回関東高等学校体操競

技選手権大会栃木県予選会 （５／３） 

 

男子 個人 総合 11位 柴田 康成 

 

女子 団体優勝 安里 れみ・ 加藤 陽莉・ 松浦 さくら・ 中山 杏花    

個人 総合優勝 加藤 陽莉  

総合２位 松浦 さくら  

総合４位 安里 れみ  

総合５位 中山 杏花 



 種目別  加藤 陽莉    ゆか ・跳馬 優勝 ・平均台 ３位 ・平行棒 ３位  

松浦 さくら   平均台 準優勝・跳馬  ３位・ゆか  ３位  

安里 れみ    ゆか 準優勝・跳馬 準優勝  

 

関東高等学校体操競技大会､兼第７１回関東高等学校体操競技選手権大会（６／

４・５） 

女子団体総合５位   安里れみ・加藤陽莉・ 松浦さくら・ 中山杏花 

個人総合８位   安里れみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主将の安里が開会式で選手宣誓を行いました。 

女子団体において関東大会５位入賞は栃木県では５７年ぶりの快挙でした。 

 

全国高校総体栃木県予選（６／１９） 

女子団体 

優勝 安里れみ・加藤陽莉・.松浦さくら・中山杏花 

 女子個人  

 個人総合優勝 安里れみ  準優勝 加藤陽莉  

種目別   安里れみ 優勝 ゆか ・準優勝 跳馬・段違い平行棒  

加藤陽莉 優勝 段違い平行棒.・跳馬 ・準優勝 平均台 ・ 

3位  ゆか  

中山杏花 準優勝 ゆか  

女子団体に優勝した 4 名は 8 月７日から９日に愛媛県松山市で行われるインター

ハイに出場します。 

 

令和３年度 



栃木県高等学校総合体育大会体操大会兼第７０回関東高等学  校体操競技 

選手権大会栃木県予選会（５／２） 

男子 団体２位  

種目別  ゆか  ３位 岡部 蓮     跳馬 ３位 岡部 蓮 

女子 個人総合優勝  安里 れみ  準優勝 加藤 陽莉   

種目別 段違い平行棒・平均台・ゆか ３種目優勝  安里 れみ 

跳馬 ２位  加藤 陽莉  

関東高等学校体操競技・新体操大会第７０回関東高等学校体操競技 新体操選

手権大会（６／４・５） 

男子 団体出場（１５位） 

個人種目別出場（岡部 蓮・佐藤 陽海・松浦 大和・柴田康成） 

女子 個人種目別出場（安里れみ・加藤 陽莉） 

女子 個人種目別出場（安里れみ・加藤 陽莉） 

令和３年度栃木県高等学校総合体育大会・体操競技兼令和３年度全国高等学



校体操競技選手権大会栃木県予選会（６／２０） 

男子 団体２位  

    個人総合  ５位 岡部 蓮 （インターハイ出場 新潟県） 

女子 団体優勝 （インターハイ出場 新潟県） 

菅原 よし弥・安里 れみ 加藤 陽莉 

個人総合優勝  安里 れみ  準優勝 加藤 陽莉   

種目別 段違い平行棒・平均台・ゆか ３種目優勝  安里 れみ 

跳馬 優勝  加藤 陽莉  

【大会翌日の新聞記事】（下野新聞社より） 



 

 

令和３年全国高等学校総合体育大会体操競技大会兼全国高等学校体操競技 

出場（新潟県 上越市） 

男子  個人総合出場  岡部 蓮 （６７位） 

 女子  団体出場（安里 れみ ・菅原 よし弥・加藤 陽莉） 

個人総合出場  安里 れみ（３７位） 加藤 陽莉 

 

令和２年度  

五十嵐 優也（令和２年度卒 筑波大学 体育専門学群に進学）さんが本校代表

のオリンピック聖火ランナーとして３月２９日（月）に日光市街地を走りました。 

 



２０２０全日本高等学校体操競技選抜鯖江大会出場（１０／２２～２５）   

                        安里 透磨（３年） 全国総合４０位 

令和２年度栃木県高等学校体操競技新人大会（１１／１） 

男子  ２年生 個人総合優勝  岡部 蓮   準優勝  佐藤 陽海 

    種目別 ゆか  ３位 岡部 蓮     平行棒 ２位 岡部 蓮 

鉄棒  ３位 岡部 蓮 

女子  個人総合優勝  安里 れみ   

種目別 跳馬・段違い平行棒・平均台・ゆか ４種目優勝  

 安里 れみ 

令和元年度  

男子  第 68回関東高等学校体操競技栃木県予選 団体優勝 

個人 安里 透摩   総合優勝 

     五十嵐 優也  総合準優勝 

 第 68回関東高等学校体操競技大会団体出場 個人（松浦）出場 

全国高等学校総合体育大会体操競技栃木県予選  団体優勝 

個人 五十嵐 優也 総合優勝 

     宮里 透摩  総合準優勝 

全国高等学校総合体育大会出場 鹿児島県 ７／３０～８／３ 

女子  第 68回関東高等学校体操競技栃木県予選  

個人 阿久津 継美 総合優勝 

    菅原 よし弥  総合 4位 

第 68 回関東高等学校体操競技大会個人出場・全国高等学校総合体育大会体操



競技栃木県予選 

個人 阿久津 継美 総合準優勝 

     菅原 よし弥  総合 4位 

     令和元年全国高等学校総合体育大会出場 鹿児島県 ７／３０～８／３ 

 

令和元年度栃木県高等学校体操競技新人大会  （１１／３） 

男子  団体優勝   

平成３１年度 男女個人ともに関東大会・全国総合体育大会 

（福井国体に栃木県代表として出場） 

 

【進路実績】 

平成２年度 筑波大学  駒澤大学  東京女子体育大学 


