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令 和 ４ 年 度 部 活 動 戦 績

卒 業 生 の 活 躍

大学時代にボクシング
全日本選手権出場。
2020年にKrush
フェザー級王者となり、
K-1チャンピオンを
次の目標としている。

大学院終了後はクラウドサービスや日本有数のデータセンターを展開
する企業で活躍中。ヨーロッパの国際学会に英語論文が採択された。

在 校 生 の 活 躍

お知らせ

岡田 悠十 （普通科３年） 岡崎 六ツ美中

俊 玲衣香 （普通科２年） 岡崎 矢作中
榊原 美月 （情報処理科３年）岡崎 甲山中
吉岡 実里 （普通科１年） 知立 竜北中

女子 個人57kg級第３位
個人63kg級第３位
個人63kg級第３位

小林 ルイス（情報処理科３年）蒲郡 形原中
山田 結大 （普通科３年） 西尾 一色中
山口 倫 （普通科３年） 西尾 吉良中
栗田 真杜 （普通科３年） 知立 竜北中
神谷 至恩 （情報処理科３年）岡崎 東海中
下地 海斗 （情報処理科３年）豊田 高岡中

前原 凌（普通科２年） 岡崎 福岡中男子 5000m競歩

★

★

★

※本年度の資格検定はこれから ご期待を

★

Ｋｰ１ファイター

新美 貴士
本校ボクシング部所属
2011年電気科卒
名古屋学院大学進学

ソフトウェアエンジニア

中田 裕貴

ごぼう先生

梁瀬 寛

（兵庫県加古川市）

★
伊藤 匠 （電気科３年）岡崎 城北中・伊藤 遥 （電気科２年）豊田 朝日丘中 ペア

伊藤 匠 伊藤 匠・伊藤 遥 ペア
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★

山村 士道 （普通科３年） 豊川 西部中
川澄 莉子 （普通科３年） 岡崎 額田中

【危険物取扱者試験
乙種全類(第1類～第6類)合格】
山口 大輔（電気科３年）豊川 中部中

山本 倫太朗（普通科３年 主将捕手） 岡崎 竜南中
浜島 樹 （普通科３年 副主将投手） 岡崎 翔南中
兵藤 廉吾 （普通科３年 副主将遊撃手）安城 南中
前田 憲吾 （電気科２年 一塁手） 豊川 西部中
宇都野 葵 （電気科３年 二塁手） 豊川 音羽中
加藤 聖琉 （電気科２年 三塁手） 岡崎 甲山中
加藤 李都 （電気科２年 左翼手） 西尾 吉良中
間々瀬 航弥（電気科３年 中堅手） 豊川 音羽中
牧野 和樹 （電気科２年 右翼手） 岡崎 六ツ美中
早川 巧真 （電気科３年 外野手） 岡崎 翔南中
山本 海貴 （普通科２年 外野手） 岡崎 東海中
間宮 悠斗 （電気科２年 外野手） 岡崎 福岡中
安達 勇太 （電気科２年 外野手） 岡崎 甲山中
原田 亜実 （情報処理科２年 記録員） 安城 東山中

★

（４季連続） 伊藤 匠

伊藤 匠 （電気科３年）岡崎 城北中・伊藤 遥 （電気科２年）豊田 朝日丘中 ペア
武 龍之介（普通科３年）半田 亀崎中・鳥越 大暉（電気科２年）豊田 益富中 ペア

丸地 生真 （電気科３年） 豊川 南部中
山村 士道 （普通科３年） 豊川 西部中
牧本 涼馬 （情報処理科３年）豊川 音羽中
久世 友誉 （普通科３年） 豊川 西部中
稲垣 優真 （電気科２年） 西尾 東部中
藤井 涼太 （普通科３年） 碧南 新川中
坂本 楓和 （情報処理科２年）豊川 音羽中
川澄 莉子 （普通科３年） 岡崎 額田中
佐々木 菜衣（情報処理科３年）豊田 上郷中
山下 麻織 （普通科３年） 岡崎 竜海中
中﨑 麻琳 （普通科３年） 幸田 幸田中
坂本 葵彩 （情報処理科３年）豊川 音羽中
成瀬 天海 （普通科２年） 豊橋 二川中
杉浦 杏菜 （普通科２年） 岡崎 矢作中

栗田 真杜 （普通科３年） 知立 竜北中
神谷 至恩 （情報処理科３年）岡崎 東海中
小林 ルイス（情報処理科３年）蒲郡 形原中

男子 個人60kg級 第３位
個人66kg級 第３位
個人100kg超級第３位

村上 将吾 （普通科３年） 岡崎 常磐中
北原 晃大 （普通科３年） 刈谷 東中
田中 健太 （普通科３年） 岡崎 美川中

古藤 つぼみ（普通科２年） 豊田 高岡中
天野 由結 （情報処理科１年）愛教大付岡崎中
鈴木 璃蕗 （普通科１年） 豊田 猿投台中
清水 菜那弥（情報処理科３年）岡崎 東海中

殊勲賞
打撃賞第一位
打撃賞第三位

2016年情報処理科卒 公立はこだて未来大学進学

2003年普通科卒 日本福祉大学進学

体験入学会・
学校説明会・相談会の
申し込みはこちらから

第1回 11月19日(土)
第2回 １２月 ３日(土)

第1回 8月18日(木)・８月19日(金)
第2回 10月22日(土)

本校ボクシング部でキャプテンを務め、インターハイ、国体に出場。
大学卒業後、”高齢者の笑顔をつくる会社”株式会社GOBOUを創業。
喫茶店のようなデイサービス「リハビリカフェ倶楽部」を岡崎市に開設。
ごぼう先生として高齢者から人気を得て、介護界のアイドル”カイドル”
と呼ばれている。また、”大人のための体操のお兄さん”として、椅子に
座ったままできる健康体操の普及に努めている。


