






































○三ヶ年皆勤賞
機械システムデザインコース 電気情報工学コース マテリアル・バイオ工学コース 環境都市・建築デザインコース

秋　本　勇　仁 上　田　堅太郎 石　屋　　　優 石　橋　知　士
一　森　　　純 岡　田　純　英 岩　間　孔　香 市　島　幸　奈
内　宮　美　月 上　條　滉　斗 小笠原　　　悠 北　向　瑛　世
苅間澤　恭　大 河　村　宗　哉 五　戸　陽菜乃 古　川　　　雄
菊　地　一　紗 熊　谷　大　智 羽　鳥　威　吹 佐　藤　和　美
熊　谷　洋　飛 相　馬　崇　史 藤　田　純　矢 関　端　梨　佳
中　島　　　彬 髙　橋　真　樹 吉　田　楓　華 嶋　本　啓　吾
長　根　直　幹 竹　内　開　徒 鈴　木　陽　菜
西　谷　星　那 梨　子　宙　洋 武　井　柊詩朗
二ノ久保　綾夏 成　田　璃　那 谷　内　佳　吾
畑　中　星　哉 野　口　優　大 種　市　佳　純
村　上　智　哉 馬　場　大　誠 辻　　　美　咲
山　田　晟　也 町　屋　慶　明 天　間　琴　心
和　田　快　人 南　野　英　也 沼　上　和　樹

元　沢　拓　夢
渡　辺　詩瑛留

氏　　名 進　級　後　ク　ラ　ス
【１年次成績部門】

福　士　凉之真 機械・医工学コース２年
関　下　哩　駆 電気情報工学コース２年
横　野　彩　音 マテリアル・バイオ工学コース２年
佐々木　美　月 環境都市・建築デザインコース２年

【２年次成績部門】
阿　部　祐　輔 機械・医工学コース３年
三　上　朝　陽 電気情報工学コース３年
柿　崎　元　徳 マテリアル・バイオ工学コース３年
中川原　快　生 環境都市・建築デザインコース３年

【３年次成績部門】
増　尾　桃　佳 機械システムデザインコース４年
熊　谷　大　智 電気情報工学コース４年
吉　田　幸　生 マテリアル・バイオ工学コース４年
武　井　柊詩朗 環境都市・建築デザインコース４年

【４年次成績部門】
小笠原　照　悟 機械システムデザインコース５年
青　山　豊　茂 電気情報工学コース５年
山　一　真　也 電気情報工学コース５年
上　平　匠　真 マテリアル・バイオ工学コース５年
土　岐　翔　洋 環境都市・建築デザインコース５年

【専攻科成績部門】
柳　沢　啓　斗 機械システムデザインコース２年
小子内　行　羅 電気情報システム工学コース２年

○令和３年度　学年学業成績優秀賞○令和３年



競技開催校 競　技　名 大　会　会　場 男　子 女　子 競　技　日　程

八戸高専
サ ッ カ ー 六戸町総合運動公園 １回戦敗退 － 令和4年7月1日（金）～3日（日）
バドミントン 八戸工業高等専門学校体育館 第３位 － 令和4年7月1日（金）～3日（日）

一関高専
陸 上 競 技 一関運動公園陸上競技場 － 総合優勝 令和4年7月1日（金）～2日（土）

予備日：7月3日（日）
ハンドボール 花巻市総合体育館 － － 令和4年7月8日（金）～10日（日）

秋田高専
テ ニ ス 秋田県立中央公園 第３位 － 令和4年7月1日（金）～3日（日）
剣 道 秋田県立武道館 第４位 第４位 令和4年7月1日（金）～3日（日）

鶴岡高専
水　　 泳 鶴岡市民プール 第２位 第４位 令和4年7月1日（金）～3日（日）
柔 道 朝暘武道館 第５位 － 令和4年7月1日（金）～3日（日）

仙台高専
広瀬

バレーボール
【7/1 ～ 2】宮城野体育館

第１位 予選敗退 令和4年7月1日（金）～3日（日）【7/3】仙台高等専門学校広瀬
キャンパス

ソフトテニス 七北田公園庭球場
【雨天時】シェルコムせんだい 予選敗退 なし 令和4年7月1日（金）～3日（日）

仙台高専
名取

硬 式 野 球 名取市民球場、宮城広瀬球場 ２回戦敗退 － 令和4年7月1日（金）～3日（日）
バスケットボール 仙台市若林体育館 － － 令和4年7月1日（金）～3日（日）

福島高専
ラグビーフットボール 鮫川河川敷グラウンド 令和4年10月15日（土）～18日（火）
卓 球 内郷コミュニティセンター 第３位 優勝 令和4年7月1日（金）～3日（日）

競　技　名 全　国　大　会　会　場 全　国　大　会　日　程

バレーボール　男子 愛媛県総合運動公園体育館 令和4年8月20日（土）～21日（日）

卓球　女子 高知県立県民体育館 令和4年8月20日（土）～21日（日）

競技種目 種　目　名 クラス 氏　名 成　績 全 国 大 会 日 程

陸上競技

男子走高跳 E４ 熊　谷　大　智 ３位

日程：令和4年8月20日（土）
～21日（日）

会場：愛媛県総合運動公園
　　　（ニンジニアスタジアム）

男子砲丸投 C４ 下栃棚　大　河 １位
男子円盤投 C４ 下栃棚　大　河 ２位
男子円盤投 M３ 浅　木　慎之介 ３位
女子 100mH Z３ 祐　川　和　奏 １位

女子 4× 100mR

C４ 岩　間　孔　香

１位
Z３ 祐　川　和　奏
C２ 高　渕　紗　也
Z１ 芳　賀　佳乃子

女子走高跳 Z３ 祐　川　和　奏 １位
女子走高跳 E４ 塚　原　沙　依 ２位
女子砲丸投 M１ 永　澤　七　明 ２位
女子砲丸投 Z３ 嶋　守　和　夢 ３位
女子円盤投 M１ 永　澤　七　明 １位
女子円盤投 Z３ 嶋　守　和　夢 ２位

団体の部

※全国大会団体出場競技

個人の部



競技種目 種　目　名 クラス 氏　名 成　績 全 国 大 会 日 程
バドミントン － － － － －

ソフトテニス 女子個人（ダブルス）

C３ 髙　﨑　美　羽

２位

日程：令和4年8月27日（土）
～28日（日）

会場：香川県総合運動公園
テニスコートC４ 髙　村　理　子

柔　　　道

女子 Z３ 月　折　優里明 ２位 日程：令和4年8月27日（土）
～28日（日）

会場：高松市総合体育館
第1競技場

女子 Z３ 月　岡　彩　音 １位

男子 66㎏級 C３ 古　田　　　耀 ３位

卓　　　球

男子　シングルス C２ 和　田　佳　都 １位

日程：令和4年8月20日（土）
～21日（日）

会場：高知県立県民体育館

男子　シングルス E３ 中新井田　登大 ２位
男子　シングルス Z２ 吉　田　　　諒 ３位
女子　シングルス C２ 田　中　蒼　空 ３位

女子　ダブルス
C２ 蛯　名　歩　来

１位C２ 田　中　蒼　空

テ　ニ　ス 女子個人（ダブルス）
M２ 工　藤　柚　季

３位 －C２ 立　﨑　彩　芽
剣　　　道 － － － － －

水泳競技

男子 4 × 100m
メドレーリレー

Z４ 松　山　慎太郎

１位

日程：令和4年9月3日（土）
～4日（日）

会場：アクアパレットまつやま
（松山中央公園プール）

Z２ 奥　谷　航　大
C２ 神　　　偉　晴
C４ 下　野　直太朗

男子 4 × 200m
フリーリレー

Z２ 奥　谷　航　大

３位
C２ 神　　　偉　晴
M２ 小　山　佑　基
Z１ 小笠原　琉　衣

男子 4 × 100m
フリーリレー

Z４ 松　山　慎太郎

２位
C４ 下　野　直太朗
Z２ 奥　谷　航　大
C２ 神　　　偉　晴

男子 50m自由形 C４ 下　野　直太朗 ３位
男子 100m自由形 C４ 下　野　直太朗 ２位
男子 50m自由形 Z４ 松　山　慎太郎 １位
男子 100m背泳ぎ Z４ 松　山　慎太郎 １位
男子 200mバタフライ C２ 神　　　偉　晴 １位
男子 200m個人メドレー C２ 神　　　偉　晴 ３位
男子 200m平泳ぎ Z２ 奥　谷　航　大 ２位
男子 100m平泳ぎ Z２ 奥　谷　航　大 ３位

個人の部






