
平成２７年度対外試合結果（７月～８月） 
太字は県大会以上 

弓道部 

第 70 回国民体育大会東海地区予選会(８月 22,23 日)伊勢神宮弓道場 

愛知県（少年男子） 

近的 ２位  遠的 １位  総合 ２位   

和歌山本国体出場決定 
 

東三河支部弓道選手権大会 蒲郡市弓道場(８月 22 日) 

 男子団体 入賞ならず 

 女子団体 優勝 女子 A（森下かん奈、黒田実、中神ひなの、加藤彩音、佐原瑞季） 

 男子個人 入賞ならず 

 女子個人 入賞ならず 

 

吹奏楽部 

愛知県吹奏楽コンクール東三河地区大会（７／２５ 豊川市文化会館） 

Ａ編成の部  特別演奏 

第 58 回中部日本吹奏楽コンクール愛知県大会（７／２９ 刈谷市総合文化センター） 

大編成の部  金賞 

愛知県吹奏楽コンクール県大会（８／４ 豊田市民文化会館） 

Ａ編成の部  金賞 

愛知県吹奏楽コンクール県代表選考会（８／９ 名古屋国際会議場） 

東海大会予選の部  県代表ならず 

野球部 

第 97 回全国高等学校野球選手権愛知大会 

二回戦 成章 ７—０ 日新西    三回戦 成章 ７－２ 横須賀   四回戦 成章 ０—４ 半田 

 

平成 27 年度秋季東三河地区一次リーグ戦 

成章 ９－２ 国府   成章 ８－１ 新城東   成章 １０－０ 豊橋西 

 

平成 27 年度秋季東三河地区二次トーナメント戦 

一回戦 成章 ５－４ 蒲郡   準決勝 成章 ２－３ 作手 （東三河３位 県大会出場） 



美術部 

第３９回全国高等学校総合文化祭 美術･工芸部門 出品（７／２８～８／１ 滋賀県立近代美術館） 

平成２７年度アートフェスタ愛知県高等学校総合文化祭（美術・工芸）出品  

（８／１８～８／２３ 愛知芸術文化センター） 

演劇部 

第６８回中部日本高校演劇愛知県大会東三河地区の部 優秀賞（７／２５～７／２８） 

同 愛知県大会 奨励賞（８／６～８／１０） 

 

バドミントン部 

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（石原・牧野・守屋・辻・西川・渥美・清水） 

         準優勝 B チーム（光部・粕谷・鈴木・太田・彦坂・大澤・伊藤） 

 女子団体    優勝  A チーム（大須賀・牧野・小久保・中神・岡本・石河・大羽） 

         準優勝 B チーム（横田・桃井・鈴木・髙橋・松井・松下・柴田） 

 男子ダブルス  準優勝 光部・粕谷組  第３位 鈴木・太田組 

 女子ダブルス  優勝 大須賀・牧野組   準優勝 石河・大羽組   第 3 位 中神・小久保組 

 男子シングルス 優勝 守屋政輝   準優勝 辻 裕真   第３位 西川昂佑 

 女子シングルス 準優勝 横田和泉  第 3 位 桃井春奈 

東三河バドミントン選手権大会 

 男子ダブルス  ベスト８ 守屋・辻組  鈴木・太田組 

 女子ダブルス  第 3 位 石河・大羽組  ベスト８ 横田・桃井組、松下・柴田組 

 男子シングルス ベスト８ 辻 裕真 

 女子シングルス 第 3 位 石河優希    

 

ソフトボール部 

愛知県高等学校ソフトボール選手権大会 （７／１９～津島高校ほか） 

ベスト８ 

  二回戦 成章 ３—２ 半田商業    三回戦 成章 ４—２ 東邦・愛知淑徳 

四回戦 成章 ４—３ 中部大第一  準々決勝 成章 ０—６ 安城学園 

 

全三河ソフトボール選手権大会 （８／１～ 豊川高校ほか） 

第３位 

   二回戦 成章 ８―１ 豊田東   三回戦 成章１０―１ 豊田南 

  準々決勝 成章１０―０ 碧南    準決勝 成章 ０―６ 安城学園 

 

愛知県公立高校商業科大会  （８／８～ 豊田東高校） 

  二回戦 成章 ３―４ 春日井商業 

 



陸上部 

東三河高等学校１年生陸上競技大会（７／２０ 豊川市陸上競技場） 

 男子 200m ４位 光松修平 110mJH ２位 今田蓮太 ５位 冨田弘太 

女子 100m １位 河合穂波(大会新 12 秒 76) 800m ４位 木村文香 1500m ６位 髙橋侑花 

   100mH ６位 大川レイカ 砲丸投 ４位 小林亜由  

やり投 ２位 大川レイカ ３位 杉原沙季 ６位 小林亜由 

 

卓球部 

第 51 回全三河卓球選手権大会 

 男子シングルス 出場 

 女子シングルス 第 3 位 天野史菜 

愛知県公立高等学校商業科体育大会 

 男子団体    第 3 位 A チーム（鈴木日・朽名・楠・水谷・渡部・西山・大場・大滝） 

         出場（B チーム） 

 女子団体    出場 

平成 27 年度東三河地区高等学校卓球選手権大会 

 男子団体    出場（A・B チーム） 

 女子団体    第 3 位 A チーム（小坂・齋藤・杉本・三浦・森下・天野） 

 男子シングルス 出場 

 女子シングルス 優勝 天野史菜 

第 77 回愛知県高等学校卓球リーグ 

 男子団体 6 部  6 チーム中 5 位 

第 55 回東海卓球選手権大会県予選 

 男子ダブルス  出場 

 女子ダブルス  出場 

 

バレーボール部 

愛知県公立高等学校商業科大会 

   ２回戦 成章 ２－０ 国府      準決勝 成章 ０－２ 松平   （第３位） 

愛知県高等学校選手権大会東三河支部予選会 

１回戦 成章 ２－０ 渥美農業高校  ２回戦 成章 ０－２ 豊川高校 （予選敗退） 

 

女子 

愛知県公立高等学校商業科大会 

１回戦 成章 ２―０ 鶴城丘    ２回戦 成章 ０―２ 中川商業  （予選敗退） 

愛知県高等学校選手権大会東三河支部予選会 

   １回戦 成章 ０―２ 豊橋商業                    （予選敗退） 

 



ソフトテニス部 

国民体育大会東三河予選 優勝 前澤・河邉組 

国民体育大会県大会  ベスト１６ 前澤・河邉組 

全三河東三河予選 準優勝  

１回戦 成章②－１田口 ２回戦 成章②―１新城 ３回戦 成章③―０時習館 

４回戦 成章②－１豊橋東 予選リーグ通過 

決勝リーグ １回戦 成章②－０蒲郡東 ２回戦 成章②－１豊川工業 

      ３回戦 成章０－２豊川  

愛知県商業科体育大会 

男子団体  準優勝 Ａチーム（藤城・河邉・河合・太田・大羽・山田） 

１回戦 成章Ａ③－０新城Ｃ ２回戦 成章Ａ②－１鶴城丘Ｂ ３回戦 成章Ａ②－０木

曽川Ｂ ４回戦 成章Ａ②－１津島北Ａ 決勝 成章Ａ０－②松平Ａ 

男子シングルス 優勝 藤城・河邉組 

女子 

国民体育大会東三河予選 優勝 佐藤・柴田組 ２位 太田・大谷組（県大会出場） 

国民体育大会県大会  ベスト１６ 佐藤・柴田組 

           ベスト１６ 太田・大谷組 

全三河東三河予選 団体 優勝  

愛知県商業科体育大会 

女子団体  ３位 Ａチーム（佐藤・柴田・太田・中村・福井・鈴木あ） 

個人  ５位 佐藤・柴田組 太田・中村組 河合・中島組 

 

バスケットボール部 

平成２７年度東三河支部高等学校バスケットボール競技夏季選手権大会 

成章 ４７－８６ 豊川工業  成章 ４９－３７ 豊橋西 予選リーグ敗退 

柔道部 

平成２７年度 東三河高等学校体重別柔道大会 

 男子 60 ㎏級 鈴木理弓 ２回戦進出 

 男子 66 ㎏級 岸上歩森 ２回戦進出 

剣道部 

全三河剣道大会 

男子団体 ２回戦敗退 

１回戦 成章②－１豊田西  ２回戦 成章０－④西尾東 

女子団体 １回戦敗退 

１回戦 成章１－③豊田南 

パソコン部 

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 団体 優秀賞 

（７／２３ 東京ＩＴ会計専門学校 名古屋校） 


