
平成30年６月２日（土）

於　静岡産業大学　藤枝キャンパス

【ワープロの部】

【団体の部】 【個人の部】

優　勝 市立清水桜が丘高等学校 優　勝 中山　（清水桜が丘）

２　位 県立袋井商業高等学校 ２　位 駒﨑　（袋井商業）

３　位 県立浜松商業高等学校 ３　位 菅井　（清水桜が丘）

４　位 県立島田商業高等学校 ４　位 藤原　（袋井商業）

５　位 県立浜松東高等学校 ５　位 岩沢　（伊東商業）

６　位 県立伊東商業高等学校 ６　位 倉田　（浜松商業）

佳　良 金刺　（浜松東）

佳　良 望月　（清水桜が丘）

佳　良 三輪　（島田商業）

佳　良 松村　（島田商業）

正確賞 駒﨑　（袋井商業）

【英文ワープロの部】

【団体の部】 【個人の部】

優　勝 県立浜松商業高等学校 優　勝 山田　（浜松商業）

２　位 市立清水桜が丘高等学校 ２　位 吉田　（清水桜が丘）

３　位 県立島田商業高等学校 ３　位 岩崎　（清水桜が丘）

４　位 県立静岡商業高等学校 ４　位 下手　（清水桜が丘）

５　位 県立袋井商業高等学校 ５　位 宮崎　（浜松商業）

６　位 県立浜松東高等学校 ６　位 内海　（浜松商業）

佳　良 川口　（島田商業）

佳　良 川村　（清水桜が丘）

佳　良 澤田　（浜松商業）

正確賞 内海　（浜松商業）

正確賞 山田　（静岡商業）

正確賞 前川　（静岡商業）

＊＊＊＊＊＊＊＊第65回全国高等学校ワープロ競技大会＊＊＊＊＊＊＊＊

○ 静　岡　県　予　選　○

競 技 会 成 績



平成30年６月２日（土）

於　静岡産業大学　藤枝キャンパス

【団体の部】 【個人の部】

優　勝 県立浜松商業高等学校 優　勝 大塚　（浜松商業）

２　位 県立静岡商業高等学校 ２　位 鈴木　（浜松商業）

３　位 県立沼津商業高等学校 ３　位 平野　（浜松商業）

４　位 県立島田商業高等学校 ４　位 井上　（静岡商業）

５　位 県立磐田西高等学校 ５　位 田保　（沼津商業）

６　位 県立伊東商業高等学校 ６　位 福井　（静岡商業）

佳　良 佐藤　（沼津商業）

佳　良 持田　（沼津商業）

佳　良 原川　（静岡商業）

佳　良 森藤　（浜松商業）

佳　良 栗田　（沼津商業）

佳　良 岡田　（静岡商業）

平成30年６月２日（土）

於　静岡産業大学　藤枝キャンパス

【珠算競技】

【団体の部】 【個人の部】

優　　勝 県立浜松商業高等学校 優　　勝 田村　（静岡商業）

２等１席 県立静岡商業高等学校 ２等１席 鈴木　（浜松商業）

２等２席 県立磐田西高等学校 ２等２席 山﨑　（浜松商業）

３等１席 県立袋井商業高等学校 ２等３席 山田　（袋井商業）

３等２席 城南静岡高等学校 ３等１席 喜多野（磐田西）

３等３席 県立浜松東高等学校 ３等２席 和久田（浜松商業）

３等３席 中野　（浜松商業）

３等４席 加藤　（浜松商業）

３等５席 粟屋　（静岡商業）

３等６席 清水　（静岡商業）

【電卓競技】

【団体の部】 【個人の部】

優　勝 県立浜松商業高等学校 優　　勝 山﨑　来夢（浜松商業）

２　等 県立袋井商業高等学校 ２等１席 村木　里名（浜松商業）

３　等 県立磐田西高等学校 ２等２席 清家　歩（浜松商業）

２等３席 鈴木　歩里（袋井商業）

３等１席 市川　琴音（磐田西）

３等２席 提箸　てん（袋井商業）

３等３席 鈴木　結（袋井商業）

３等４席 佐藤　美優（島田商業）

＊＊＊＊＊＊＊＊第30回全国高等学校情報処理競技大会＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊第65回全国高等学校珠算・電卓競技大会＊＊＊＊＊＊＊＊



平成30年６月２日（土）
於　静岡産業大学　藤枝キャンパス

【団体の部】 【個人の部】
優　勝 県立浜松商業高等学校 優　　勝 直井　（浜松商業）
準優勝 県立磐田西高等学校 準 優 勝 青島　（磐田西）
３　位 城南静岡高等学校 ３　　位 熊谷　（浜松商業）
４　位 県立静岡商業高等学校 ４　　位 平田　（磐田西）
５　位 県立島田商業高等学校 ５　　位 犬塚　（浜松商業）
６　位 県立浜松東高等学校 ６　　位 中山　（磐田西）

佳良１席 田中　（城南静岡）
佳良２席 大竹　（静岡商業）
佳良３席 豊島　（城南静岡）
佳良４席 亀山　（城南静岡）
佳良５席 漆畑　（城南静岡）
佳良６席 天野　（城南静岡）

平成30年６月30日（土）
於　県立浜松商業高等学校

【団体の部】 【個人の部】
優　勝 県立浜松商業高等学校 優　勝 髙橋　（浜松商業）
２　位 県立袋井商業高等学校 ２　位 幸田　（浜松商業）
３　位 県立島田商業高等学校 ３　位 松岡　（浜松商業）

４　位 杉田　（浜松商業）
５　位 安田　（袋井商業）
６　位 馬淵　（袋井商業）
佳　良 松浦　（袋井商業）

＊＊＊＊＊＊＊＊第88回全国高等学校速記競技大会＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊第34回全国高等学校簿記コンクール＊＊＊＊＊＊＊＊



団体の部　出場校 個人の部　出場校
県立浜松商業高等学校 城南静岡高等学校
県立磐田西高等学校 県立静岡商業高等学校

県立静岡商業高等学校
県立袋井商業高等学校
県立磐田西高等学校

県立静岡商業高等学校
県立沼津商業高等学校

市立清水桜が丘高等学校
県立袋井商業高等学校
県立浜松商業高等学校 県立浜松商業高等学校
県立袋井商業高等学校 県立袋井商業高等学校
県立島田商業高等学校 県立島田商業高等学校

＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 第34回全国高等学校簿記コンクール ＊＊＊＊＊＊＊＊＊
平成30年７月15日（日）

於　東京富士大学

団体　 準優勝 県立浜松商業高等学校
佳良賞 県立磐田西高等学校

個人　 優秀賞 熊谷　（浜松商業）
優秀賞 直井　（浜松商業）
優良賞 犬塚　（浜松商業）
佳良賞 青島　（磐田西）
佳良賞 平田　（磐田西）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 第30回全国高等学校情報処理競技大会 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊
平成30年７月22日（日）

於　明海大学 浦安キャンパス

団体　 　３位 県立浜松商業高等学校

個人　 　８位 大塚　（浜松商業）
　９位 平野　（浜松商業）
１０位 森藤　（浜松商業）
２６位 田保　（沼津商業）
２７位 井上　（静岡商業）
３１位 鈴木　（浜松商業）

県立浜松商業高等学校

　第88回全国高等学校速記競技大会

出場校（団体･個人）（全国商業高等学校協会主催以外も含む）

○　全　国　大　会　○

競技大会名

　第34回全国高等学校簿記コンクール

　第65回全国高等学校珠算
 　　　・電卓競技大会（珠算の部）

　第65回全国高等学校珠算
 　　　・電卓競技大会（電卓の部）

　第30回全国高等学校情報処理競技大会

　第65回全国高等学校ワープロ競技大会

県立浜松商業高等学校

県立伊東商業高等学校

県立浜松商業高等学校 県立袋井商業高等学校



＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 第65回全国高等学校珠算・電卓競技大会 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊
平成30年８月１日（水）

於　東京武道館
【珠算の部】

団体 佳　良 県立浜松商業高等学校

個人 ３　等 加藤　（浜松商業）
佳　良 和久田（浜松商業）
佳　良 中野　（浜松商業）
佳　良 山﨑　（浜松商業）

＜種目別競技成績＞
（応用計算競技）

佳良（２） 山﨑　（浜松商業）
佳良（11） 加藤　（浜松商業）

（読上暗算競技）
佳良（１） 喜多野（磐田西）

【電卓の部】

団体 佳　良 県立浜松商業高等学校

個人 佳　良 村木　（浜松商業）

（応用計算競技）
佳良（６） 村木　（浜松商業）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 第65回全国高等学校ワープロ競技大会 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊
平成30年８月４日（土）

於　高千穂大学
団体 佳良－４ 市立清水桜が丘高等学校

３２位 県立袋井商業高等学校



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 第88回全国高等学校速記競技大会 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
平成30年８月５日（日）

於　東京海洋大学
団体 　４位 県立浜松商業高等学校

　６位 県立袋井商業高等学校
　９位 県立島田商業高等学校

個人 　６位 髙橋　（浜松商業）
　７位 杉田　（浜松商業）
　８位 松岡　（浜松商業）
　８位 幸田　（浜松商業）
　９位 橋本　（袋井商業）
　９位 馬淵　（袋井商業）
１０位 安田　（袋井商業）
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