
宇治山田商業高等学校 コンピュータ部 

 
活動理念 

・経済産業省情報処理国家試験を初めとし、各種資格で授業では取得が難しい上位資格の取

得を目指す。 

・情報処理競技大会（筆記試験で知識の理解度・正確性を競う）での全国上位入賞を目指す。 

・将来、情報処理の知識を生かし、ビジネス社会で活躍できる人材の育成を目指す。 

・部員全員で同じ目標を目指し、切磋琢磨することで、全部員のレベルアップを目指す。 

・問題に取組む姿勢は、自分自身との戦いであり、最後まで諦めず、集中して取り組む姿勢

を養うことを目指す。 

 

活動について 

・平日の活動  放課後～６時までの２時間３０分 

・土・祝日   ８時３０分から１５時３０分までの午前３時間、午後３時間の計６時間 

・休養日    基本日曜日（試合直前や国家試験直前を除く） 

 

 

 

 

 



近年の大会成績 

平成３０年度 

県大会 

６月 2 日 第 30 回全国高等学校情報処理競技大会三重県予選 （１９年連続） 

団体 優勝 

個人 優勝 松本春薫（２年） 

   ３位 山邉晃也（２年） 

   ４位 小松美紅（２年） 

   ６位 大山貴立（２年） 

   佳良 森知帆里（２年） 

   佳良 澤村幹 （２年） 

全国大会 

７月２２日 第３０回全国高等学校情報処理競技大会 

団体 全国準優勝 

個人 全国優勝 松本春薫（２年） 

     ６位 小松美紅（２年） 

    優良賞 大山貴立（２年） 

     

 

 

７月２５日 第 3８回全国高等学校 IT・簿記選手権大会 

 中部ブロック大会 IT 部門 

団体 優勝 



個人  ３位 山際真幸（２年） 

    ５位 松本春薫（２年） 

 ６位 大山貴立（２年） 

 10 位 山邉晃也（２年） 

 

全国大会 

７月２４日 第 3８回全国高等学校 IT・簿記選手権大会 FE 部門 

団体 全国準優勝 

個人 準優勝 松本春薫（２年）  

    ８位 小松美紅（２年） 

    18 位 山邉晃也（２年） 

 

 

８月１日 第 10 回全国高等学校情報処理選手権 本大会 

団体 準優勝（A チーム） 

個人   4 位 松本春薫（２年） 

    １0 位 小松美紅（２年） 

    １8 位 山邉晃也（２年） 



 

 

８月１日 第 9 回全国高等学校情報処理選手権 ビギナーズ大会 

個人   ４位 牧野 由（１年） 

     ７位 中川圭吾（１年） 

    １０位 大西郁登（1 年） 

    １１位 三浦笙哉（１年） 

１９位 森本真文（１年） 

 

８月８日 第 3８回全国高等学校 IT・簿記選手権大会 IT 部門 

団体 全国優勝（２年ぶり２回目） 

個人 優勝 松本春薫（２年） 

   ７位 大山貴立（２年） 

  ２２位 山邉晃也（２年） 

 

県大会 

９月２日 第 39 回東海地区高等学校商業実務総合競技大会三重県予選 

情報処理初級部門 

個人 優勝 山邉晃也（１年） 



  準優勝 小松美紅（１年） 

   ３位 松本春薫（１年） 

   ４位 大山貴立（１年） 

   ７位 森知帆里（１年） 

   ９位 澤村 幹（１年） 

  １０位 山際真幸（1 年） 

 

平成２９年度 

県大会 

６月３日 第 29 回全国高等学校情報処理競技大会三重県予選  

団体 優勝 

個人 優勝 城山湧希（３年） 

  準優勝 北川翔一（３年） 

   ３位 千種水澪（３年） 

   ４位 菊川剛志（３年） 

   佳良 竹内 聖（３年） 

 

全国大会 

７月２３日 第 29 回全国高等学校情報処理競技大会 

団体 全国準優勝 

個人 全国優勝 北川翔一（３年） 

     ９位 城山湧希（３年） 

    優良賞 菊川剛志（３年） 

    優良賞 千種水澪（３年） 



 

 

７月２６日 第 37 回全国高等学校 IT・簿記選手権大会 

 中部ブロック大会 IT 部門 

団体 準優勝 

個人  ３位 竹内 聖（３年） 

    ８位 城山湧希（３年） 

 

全国大会 

７月２５日 第 37 回全国高等学校 IT・簿記選手権大会 FE 部門 

団体 全国優勝 

個人 準優勝 北川翔一（３年） 

    ３位 菊川剛志（３年） 

    ９位 千種水澪（３年） 

 

 

 

８月１日 第 9 回全国高等学校情報処理選手権 本大会 



団体 全国５位（A チーム） 全国７位（B チーム） 

個人 全国優勝 竹内 聖（３年） 

    １３位 菊川剛志（３年） 

    １６位 竹中瑞樹（３年） 

    １７位 城山湧希（３年） 

 

８月１日 第 9 回全国高等学校情報処理選手権 ビギナーズ大会 

個人 全国優勝 松本春薫（１年） 

     ４位 山邉晃也（１年） 

    １６位 大山貴立（１年） 

    １７位 山際真幸（1 年） 

    １９位 小松美紅（１年） 

 

８月８日 第 37 回全国高等学校 IT・簿記選手権大会 IT 部門 

団体 全国４位 

個人 ８位 城山湧希（３年） 

 

県大会 

９月２日 第 39 回東海地区高等学校商業実務総合競技大会三重県予選 

情報処理初級部門 

個人 優勝 山邉晃也（１年） 

  準優勝 小松美紅（１年） 

   ３位 松本春薫（１年） 

   ４位 大山貴立（１年） 

   ７位 森知帆里（１年） 

   ９位 澤村 幹（１年） 

  １０位 山際真幸（1 年） 

 

平成 28年度 

 第 28 回全国高等学校情報処理競技大会（17 回連続出場） 

平成 28 年 7 月 24 日 千葉明海大学 

   団体全国３位 

   個人全国９位 情報処理科３年 溝口歩、全国１２位 情報処理科３年 向井洋喜 

第 36 回全国高等学校ＩＴ・簿記選手権大会  



 ＦＥ部門：平成 28 年 7 月 20 日 東京ＩＴ会計専門学校名古屋校  

  団体全国準優勝 

  個人 全国 6 位 国際科 3 年 松本利駒、全国 9 位 情報処理科 3 年 溝口歩  

 ＩＴ部門：平成 28 年 8 月 4 日 東京ＩＴ会計専門学校（東京錦糸町）  

  団体全国優勝（初）  

  個人 全国優勝 情報処理科 3 年 向井洋喜、全国 7 位 情報処理科 3 年 溝口歩  

 

第 8 回全国高等学校情報処理選手権大会  

 平成 28 年 8 月 2 日 校内よりネットワークで参加  

 団体 3 位（山商Ａチーム）  

  川畑優太・松本利駒・溝口歩・向井洋喜・山神真由  

 団体 5 位（山商Ｂチーム） 

  城山湧希・北川翔一・竹内聖・千種水澪・竹中瑞樹 

 団体 9 位（山商Ｃチーム） 

  浦羽香那・加藤智士・菊川剛志・染井杏香・西口英里  

 個人 全国優勝 情報処理科 3 年 向井洋喜 

全国 12 位 国際科 3 年松本利駒、全国 16 位 情報処理科 2 年 千種水澪 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 27年度 

第３７回東海地区高等学校商業実務総合競技大会（情報処理の部） １７年連続出場 

 平成２７年１１月９日（土） 三重県立四日市商業高校 

 団体 優勝（初） 

 個人 ７位 溝口歩（２年）、佳良 向井洋喜（２年）・谷川原海音（３年） 

 

第３５回全国高等学校ＩＴ・簿記選手権大会（ＩＴ部門） 

 平成２７年８月６日（木） 東京ＩＴ会計専門学校東京錦糸町キャンパス 

 団体 全国４位 

 個人 全国７位 向井洋喜 

 

第２７回全国高等学校情報処理競技大会 １６年連続出場 

 平成２７年７月２６日（日） 千葉明海大学 

 団体 全国３位 

 個人 全国９位 溝口歩、１５位 谷川原海音 

 

第３５回全国高等学校ＩＴ・簿記選手権大会（ＩＴ部門）中部ブロック大会 

 平成２７年７月２３日（木） 東京ＩＴ会計専門学校名古屋校 

 団体 優勝 

 個人 ３位 藤村孝介（３年）、４位 向井洋喜（２年）、５位 溝口歩（２年） 

 

第３５回全国高等学校ＩＴ・簿記選手権大会（ＦＥ部門） 

 平成２７年７月２２日（水） 東京ＩＴ会計専門学校名古屋校 

 団体 全国準優勝 

 個人 全国６位 溝口歩（２年）、９位 竹中瑞樹（３年） 



平成２６年度 

第３４回全国高等学校ＩＴ・簿記選手権大会（ＦＥ部門） 

 団体全国６位 

 個人全国７位 中西佑樹（２年） 

（７月２３日、２４日 愛知県 東京 IT 簿記専門学校名古屋校にて開催） 

 

第２６回全国高等学校情報処理競技大会 

 団体全国１０位 

 個人優秀賞 中西佑樹（２年） 中森仁大（３年） 

（７月２７日 千葉県 明海大学にて開催 １５年連続出場） 

 

第６回全国高等学校情報処理選手権 団体全国３位 

 個人全国優勝  中西佑樹（２年） 

 個人全国１４位 竹中瑞樹（２年） 

（８月５日 本校 インターネット上での競技大会） 

 


