
7・8 月 部活動対外試合結果 
太字は県大会以上 

 

 

 

 

 

弓道部 

全国高等学校総合体育大会弓道競技 東京武道館大武道場 

 女子団体 第４位 (石川遥菜、井上由依、清田安里、葉山真伊、井村梓乃、杉原未於) 

          予選     １１中/２０射  予選通過 

 決勝トーナメント １ 回 戦     成章 15  ―  9    城ノ内高校（徳島） 

          ２ 回 戦      成章 16  ―  12   豊見城高校（沖縄） 

          準 々 決 勝    成章 16  ―  14   桂高校（京都） 

          準  決  勝    成章 13(1) ― 13(3) 三本松高校（香川） 

          ３位決定戦    成章  4  ―  7   広島皆実高校（広島） 

東三河支部弓道選手権大会 蒲郡市弓道場 

 男子団体 ３位（水川優輝、吉田誉章、渡邉啓介、清田拓夢、柴田宏祥） 

 男子個人 ５位 右高怜 

 

 

吹奏楽 

愛知県吹奏楽コンクール東三河地区大会 

 Ａ編成の部  特別演奏    プライマリーの部 金賞 

中部日本吹奏楽コンクール県大会  金賞 

愛知県吹奏楽コンクール県大会   金賞 

愛知県吹奏楽コンクール県代表選考会  東海Ａ編成代表選出 

第 69 回東海吹奏楽コンクールＡ編成の部 銀賞 

 

 

野球 

第 96 回全国高等学校野球選手権愛知大会 

ベスト 16  3 回戦 本校 8－1 小坂井  4 回戦 本校 10－3 東浦  5 回戦 本校 0－2 春日丘 

平成２６年度秋季野球大会東三河予選 

 第４位  県大会・全三河大会進出 

１次リーグ    本校 10-0 小坂井  本校 3-8 蒲郡  本校 9-4 豊橋東 

２次トーナメント 1 回戦 本校５-０時習館  2 回戦 本校 13-3 国府  準決勝 本校 3-4 桜丘 

弓 道 部 女子団体  インターハイ 第４位   

吹奏楽部･Ａ編成の部 東 海 大 会  銀 賞 



バドミントン 

愛知県公立高等学校商業科体育大会 

 男子団体    優 勝 Ａチーム（宮川・鈴木瞭・鈴木拓・多田・浜野・鈴木廉・鈴木康） 

  第 3 位 Ｂチーム（横田・神谷・青木・牧野・花井・山田・木戸） 

 女子団体    優 勝 Ａチーム（楠瀬・中尾・河合・冨田・大須賀・石田・石河） 

         準優勝 Ｂチーム（大竹・眞木・中村・岡本・牧野・小久保・中神） 

 男子ダブルス  優 勝 宮川・鈴木瞭組 準優勝 鈴木拓・多田組 第 3 位 横田・神谷組 

 女子ダブルス  優 勝 楠瀬・中尾組  準優勝 冨田・河合組   

第 3 位 大須賀・石田組、牧野・岡本組 

 男子シングルス 優 勝 浜野駿介  準優勝 鈴木 廉 

 女子シングルス 準優勝 石河優希  第 3 位 大竹亜実 

東三河バドミントン選手権大会 

 男子ダブルス   優 勝 宮川・鈴木瞭組  

          ベスト 8  浜野・鈴木康組、鈴木廉・石原組 

 女子ダブルス   ベスト 8  冨田・大須賀組、中村・牧野組、眞木・大竹組 

 男子シングルス  準優勝 宮川雅也  第 3 位 鈴木瞭太 

          ベスト 8  浜野駿介、鈴木 廉  ベスト 16 鈴木康介 

 女子シングルス  ベスト 16 冨田優美、大須賀咲歩、中村美似、石河優希 

第 125 回中日楯争奪平成 26 年度秋季愛知県新人バドミントン大会 

女子ダブルス   2 回戦進出 冨田・大須賀組、中村･牧野組、眞木･大竹組、岡本・石田組、 

中神・小久保組、石河・横田組 

女子シングルス  ベスト 8  石河優希  3 回戦進出 冨田優美、岡本梨沙 

 

卓球部 

平成 26 年度愛知県夏季新人卓球大会 

 男子シングルス ブロック優勝 小久保紀幸 

 男子ダブルス ブロック優勝 小久保紀幸・牧野紘己 

平成 26 年度愛知県公立高等学校商業科体育大会 

 男子 三位 成章Ａ 

平成 26 年度東三河地区高等学校卓球選手権大会 

 男子学校対抗 三位 成章Ａ 

 男子シングルス 二位 鵜飼樹人、ベスト１６ 小久保紀幸 

 女子シングルス ベスト８ 影山紗子 

 

剣道部 

第６０回全三河剣道大会 

 男子 １回戦敗退 成章 １―４ 岡崎工業   女子 １回戦敗退 成章 ０－４ 西尾東 



ソフトテニス部 

第 69 回国民体育大会選手権選考会 

男子個人 ベスト３２ 前澤・尾川 増田・坂本 

女子個人 ベスト８  佐藤宏・佐藤栞組 

平成 26 年度愛知県公立高等学校商業科体育大会 

男子団体  優勝  Ａチーム 

女子団体  団体戦 優勝 A チーム  ベスト 8 Ｂチーム 

男子個人  第 3 位 増田・河邉  ベスト８ 堀部・坂本、前澤・尾川 

女子個人  準優勝 佐藤宏・佐藤栞   第 3 位 太田・大谷 

全三河高等学校ソフトテニス東三河予選会 

 男子団体 第 2 位   女子団体 第 2 位 

平成 26 年度全三河高等学校ソフトテニス競技大会 

男子団体 予選通過ならず  本校 ３－０ 蒲郡  本校 ３－０ 安城東  本校 １―２ 松平 

女子団体 予選通過ならず  本校 ３－０ 松平  本校 ２－１ 田口  本校 １―２ 豊田東 

平成 26 年度蒲郡ソフトテニス選手権大会 

男子個人  優勝 前澤・河邉 準優勝 増田・太田 

女子個人  優勝 太田・大谷 準優勝 佐藤宏・佐藤栞 

高等学校豊橋ソフトテニス選手権大会 

女子個人  第 3 位 佐藤宏・佐藤栞  第 3 位 太田・大谷 

 

 

ソフトボール部 

平成２６年度愛知県高等学校女子ソフトボール選手権大会 

ベスト８  成章 ８―１ 半田農業    成章１７―２ 名経大市邨 

成章 ９―４ 桜台      成章 １―１１聖霊 

第４７回全三河高等学校ソフトボール選手権大会 

ベスト８  成章 ８―２ 岡崎    成章１０―０ 豊田東    成章 ０―１ 安城学園 

平成２６年度愛知県公立高等学校商業科体育大会 ソフトボール競技 

ベスト８  成章１２―３ 半田商業    成章 ２―５ 豊田東 

 

 

柔道部 

平成２６年度第３０回東三河高等学校体重別柔道大会 

 男子 60 キロ級 ２回戦進出  鈴木理弓 

    66 キロ級 ２回戦進出  岸上歩森   出場  鈴木涼平 

 女子 57 キロ級 出場  野沢このみ 

    63 キロ級 出場  神谷奈々  

    63 キロ級 出場  古市乃楓  



バレーボール部 

平成２６年度 愛知県公立高等学校商業科大会 

男子  優 勝  １回戦 本校 ２-０ 松平   準決勝 本校 ２-１ 木曽川 

決 勝 本校 ２-０ 知立 

 女子  第５位  予選リーグ  本校 ２-０ 豊橋商業    本校 ２-１ 春日井商業 

          決勝トーナメント １回戦 本校 ０-２ 半田商業 

          敗者戦 本校 １-２ 若宮商業 

平成２６年度 愛知県高等学校 バレーボール選手権大会 東三河支部予選会 

男子  １回戦 本校 ２-０ 御津  ２回戦 本校 ０-２ 豊橋中央 

 女子  ２回戦 本校 ０-２ 豊橋商業 

 

 

バスケットボール部 

平成 26 年度 東三河支部高等学校バスケットボール競技選手権大会 

 リーグ戦 本校 ７３－８８ 蒲郡    本校 ７２－５７ 豊橋商業 

 

 

美術部 

平成 26 年度アートフェスタ・愛知県高等学校総合文化祭 展示部門（美術・工芸） 

 河合喜伸 「最後の制服」 

 八木佐織 「赤色少女」 

 

 

パソコン部 

第 34 回全国高等学校ＩＴ・簿記選手権 中部大会 

 ＩＴ部門 団体の部  優秀賞     

個人の部  敢闘賞  鈴木 敦士 

 

陸上競技部 

第 74 回 愛知陸上競技選手権大会 

 男子 ４×１００ｍＲ  予選 組５着 予選敗退  

４×４００ｍＲ  予選 組２着 全体９位で予選敗退 

    やり投、４００ｍ、３０００ｍｓｃ 予選敗退 

 女子 ４×１００ｍＲ  予選 組４着 予選敗退  

４×４００ｍＲ  予選 組４着 予選敗退 

    砲丸投、やり投 予選敗退 

第 11 回 愛知レディース陸上競技大会 

 女子 ２００ｍ 林桃華 決勝６位 

     


