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活躍する聖霊生 2020年度・2021年度 主な活動実績 

高校ソフトボール部 〔2020年度〕 

令和２年度愛知県高等学校女子ソフトボール選手権大会 準優勝 

令和２年度愛知県高等学校新人体育大会 名北支部予選会 優勝 

令和２年度愛知県高等学校新人体育大会 準優勝 

第 34回東海地域高等学校女子ソフトボール新人大会 出場 

第 66回全国私立高等学校女子ソフトボール選抜大会Ⅱ部 優秀校 

〔2021年度〕 

第 75回愛知県高等学校総合体育大会 名北支部予選会 優勝 

第 75回愛知県高等学校総合体育大会 優勝 

第 68回東海高等学校総合体育大会 優勝 

令和３年度全国高等学校総合体育大会(インターハイ) 第５位 

令和３年度愛知県高等学校新人体育大会 名北支部予選会 優勝 

令和３年度愛知県高等学校新人体育大会 準優勝(東海大会出場) 

第 35回東海地域高等学校女子ソフトボール新人大会 優勝 

第 67回全国私立高等学校女子ソフトボール選抜大会Ⅱ部 第３位 

中学ソフトボール部 〔2020年度〕 

第 23回東尾張中学生女子ソフトボール新人大会瀬戸・尾張旭地区大会 優勝 

第 41回東尾張中学生女子ソフトボール選手権大会 準優勝 

〔2021年度〕 

第 42回東尾張中学生女子ソフトボール選手権瀬戸・尾張旭地区大会 優勝 

第 45回愛知県中学生女子ソフトボール選手権大会 第３位 

第 75回愛知県中学校総合体育大会 第３位 

(瀬戸・尾張旭地区予選 優勝／東尾張支部予選 優勝) 

令和３年度愛知県私学祭体育大会 優勝 

テニス部 〔2020年度〕 

愛知県高等学校新人体育大会テニス競技名北支部予選会 

女子団体第７位／女子シングルス ブロック優勝 高２／ 

女子ダブルス ブロック優勝 高２・高１ 

愛知ジュニアサマーテニストーナメント 優勝 中２／第３位 中２ 

第 31回愛知県中学生新人テニス大会 女子団体 優勝 

第５回愛知県私立中学校テニス大会 女子団体 優勝 

第６回東海私立中学校テニス大会 女子団体 優勝 

第７回全国私立中学校テニス大会 

女子団体 四位／女子シングルス 第６位 中２／女子シングルス ベスト16 中２ 

第９回全国選抜中学校テニス大会 女子団体 ベスト８ 中２ 中１ 

〔2021年度〕 

第 75回愛知県高等学校総合体育大会 名北支部予選会 

女子団体３位／女子ダブルス ブロック優勝 高３ 高２ 

愛知ジュニアスプリングテニストーナメント 

18歳以下女子ダブルス 第３位 高３ 高２ 

16歳以下女子ダブルス 第４位 中３ 

14歳以下女子ダブルス 第３位 中１ 

令和３年度愛知県高等学校新人体育大会 名北支部予選会 

女子団体 第３位(県大会出場) 

女子ダブルス ブロック優勝(県大会出場) 高２ 高１ 

女子シングルス ブロック優勝(県大会出場) 高２ 高１ 

愛知ジュニアウィンターテニストーナメント 

 18歳以下女子シングルス 準優勝 高１／第３位 高２ 
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第１回愛知県中学生招待テニス大会 団体戦 優勝 

第 48回全国中学生テニス選手権大会 団体戦 ベスト 16 

第 69回東海地区中学生テニス選手権大会 

女子団体 優勝(全国大会出場)／女子ダブルス 第３位 中３ 

第 41回愛知県中学生テニス選手権大会 

女子団体 準優勝(東海大会出場) 

女子シングルス ベスト８(東海大会出場) 中３／ベスト 16 中３ 

女子ダブルス 第３位 中３ 中２／ベスト６(東海大会出場) 中３ 

令和３年度尾張中学校テニス大会 

 女子シングルス 第３位(県大会出場) 中３ 

 女子ダブルス 優勝(県大会出場) 中３／準優勝(県大会出場) 中３ 

        第３位(県大会出場) 中１ 

第 20回東海地区中学新人テニス大会 女子団体 第５位(全国大会出場) 

2021年度 U15全国選抜ジュニアテニス選手権大会 東海地域予選 

女子ダブルス 第６位(全国大会出場) 中３ 

2021年度愛知県ジュニアテニス選手権大会 

15歳以下女子ダブルス 優勝 高１／第３位 中３ 

第 34回愛知県ジュニア新人テニス大会 

 16歳以下女子シングルス 準優勝 中３／第 3位 高１ 

令和３年度 愛知県中学生テニス大会 夏季団体戦 優勝 

陸上部 

 

〔2021年度〕 

第 71回瀬戸市民体育大会 

 一般高校女子 800ｍ 第２位 高１ 

令和３年度愛知県私学祭体育大会 

 100ｍ 第１位 中３／100ｍ 第２位 中２ 

1500ｍ 第１位 中３／1500ｍ 第２位 中３／1500ｍ 第３位 中２ 

４×100ｍＲ 第２位 中３ 中２ 

ゴルフ部 〔2020年度〕 

全国中学校ゴルフ選手権特別大会 団体戦 第４位 中３・中２ 

第 22回愛知県高等学校ゴルフ新人戦 第８位 高２ 

愛知県高等学校・中学校ゴルフ選手権 

団体戦 優勝／個人 第２位 中３／第４位 中２／第５位 中３／第７位 中３ 

第５回中部中学校ゴルフ対抗戦 団体戦 優勝 中３・中２ 

第 41回全国中学生ゴルフ選手権中部地区予選 

個人 第２位 中３／第３位 中３／第５位 中１／第６位 中３ 

第４回全国中学校・高等学校選抜ゴルフマッチプレー選手権大会 ベスト 16 中３ 

〔2021年度〕 

愛知県ジュニアゴルフ選手権競技 第３位 高１／第６位 高１／第８位 高３ 

第 10回愛知県高等学校ゴルフ対抗戦 女子の部 第３位 高１ 

全国中学校ゴルフ選手権春季大会 個人 第７位 高１ 

中部日本女子アマチュアゴルファーズ選手権地区決勝大会 

第１位タイ高１／第７位 中３ 

全国中学校ゴルフ選手権大会文部科学大臣旗争奪 女子団体の部 第４位 

第 23回愛知県高等学校ゴルフ新人戦 第２位 高１／第５位 高１ 

東横インジュニアゴルフオープン 優勝 高１ 

第 42回全国高等学校ゴルフ選手権春季大会中部地区予選 第５位 高１ 

第 42回全国中学校ゴルフ選手権春季大会中部地区予選 第４位 中２ 

第５回ヨネックスジュニアカップ東海地区高等学校ゴルフ対抗戦 団体 準優勝 
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チアリーディング部 

 

〔2020年度〕 

第 25回中部チアリーディング選手権大会 

チアリーディングスピリッツ 中学校の部 優勝 

 

〔2021年度〕 

第 26回中部チアリーディング選手権大会 

 チアリーディングスピリッツ演技競技 DIVISION.1 高等学校の部 優勝 

 チアリーディングスピリッツ演技競技 DIVISION.2 高等学校の部 第３位 Ａチーム 

                                第５位 Ｂチーム 

 チアリーディングスピリッツ演技競技 中学校の部 準優勝 Ａチーム 

                         第３位 Ｂチーム 

中学バレーボール部 〔2020年度〕 

令和２年度愛知県私学祭体育大会 準優勝 

高校聖歌隊 〔2021年度〕 

第 36回宝塚国際室内合唱コンクール 

第１位 

 兵庫県知事賞(国内団体の最高位) 

 宝塚市教育長賞(出場合唱団員の平均年齢が 19歳以下の団体のうちの最優秀団体) 

第 61回愛知県合唱コンクール 高等学校部門 シード 

第 74回中部合唱コンクール 高等学校部門 金賞 第２位 

中学聖歌隊 〔2021年度〕 

第 56回 CBCこども音楽コンクール 中学校 重唱部門 優秀賞／合唱部門 優良賞 

オーケストラ部 〔2020年〕 

第９回日本学校合奏コンクール 2020全国大会ソロ＆アンサンブルコンテスト 銀賞 

〔2021年度〕 

第 10回日本学校合奏コンクール 2021全国大会ソロ＆アンサンブルコンテスト 銀賞 

高校演劇部 〔2020年度〕 

中部日本高等学校演劇連盟名古屋第一地区合同発表会 優秀賞 大道具賞 

〔2021年度〕 

第 74回中部日本高等学校演劇連盟愛知県大会 奨励賞(名古屋第一地区大会 優秀賞) 

その他 

 

〔2020年度〕 

第 74回愛知県高等学校総合体育大会スキー大会 

女子ジャイアントスラローム競技 第５位 高１ 

〔2021年度〕 

第 75回愛知県中学校総合体育大会水泳競技 

女子 200ｍ背泳ぎ 第４位(東海大会出場) 中１   

愛知県中学校総合体育大会フィギュアスケート 

 第３位(全国大会出場) 中２ 

第 75回愛知県高等学校総合体育大会スキー大会 

 アルペン種目 第６位(全国大会出場) 高２ 

第 46回小泉信三賞全国高校生小論文コンテスト 小泉信三賞 高２／佳作 高２ 

2021年度 JICAエッセイコンテスト 佳作 高２／学校賞 聖霊高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

 


