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平成２８年度部活動結果報告（１２月～１月） 

平成２９年１月現在 

太字は県大会以上 

○弓道部 

（12 月） 

★全国高等学校弓道選抜大会 愛知県日本ガイシホール（12/23 日） 

 男子個人 坂本聖 2 中/4 射 全国大会出場 

（１月） 

★愛知県高等学校新人弓道大会東三河予選（１月 21 日 蒲郡市弓道場） 

 男子団体 ３位 成章 A（坂本聖、河邉慶亮、真木皓也、小塚駿、深谷涼） 

 女子団体 ２位 成章 A（河合汐梨、平山怜奈、田中亜実、山田倫歌、柴田眞実） 共に県大会出場   

 個人戦県大会出場者 河邉慶亮 

 

○吹奏楽部 

平成２８年度愛知県アンサンブルコンテスト東三河地区大会（12／26 豊川市文化会館） 

  管打五重奏（福森・川邉・間部・橋本・池山）    金賞 

  金管八重奏（伊藤成・小久保・河邉・松本・小林・安藤・清水・ﾏｸﾄﾞﾜﾙ） 金賞 

  クラリネット六重奏（尾﨑・鈴木・白井・小畑・原田・三田）  金賞 

  サクソフォン四重奏（齋藤・廣瀬・森下・中藪）   金賞 

平成２８年度愛知県アンサンブルコンテスト 県大会（1／29 パティオ池鯉鮒） 

  管打五重奏       銀賞 

  金管八重奏       銀賞 

  サクソフォン四重奏   金賞 

 

○ソフトテニス部 

＜女子＞ 

第３６回愛知県高等学校選抜ソフトテニス大会 

 予選リーグ 成章②－１星城  成章０－③豊田大谷  成章③－０緑 

 決勝リーグ 成章０－③岡崎城西  成章１－②菊華          第４位 

 

○卓球部 

田原市オープン卓球大会 

〈女子〉 一般女子ダブルス 優勝 天野・森下萌組 

     一般女子シングルス 優勝 天野史菜 

ベスト８ 森下風香 

第７１回三遠卓球優勝大会 

〈男子〉 ベスト１６ 大滝・濵野組 

〈女子〉 準優勝 天野・森下萌組 

第４１回三遠卓球大会 

〈女子〉 学校対抗 優勝 

第６６回全三河卓球選手権大会 

〈女子〉 シングルス 第３位 天野史菜 
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○ソフトボール部 

第４８回 東三河支部長杯争奪ソフトボール大会    

１回戦 成章 ４―１ 蒲郡      ２回戦 成章１１―３ 国府 

準決勝 成章 ０―１１豊川       

第３位 

○バドミントン部 

＜男子＞ 

平成２８年度第５２回愛知県高等学校学年別大会 

・２年ダブルス   

   ４回戦進出 内田・鈴木舜組  

 ・２年シングルス 

   ３回戦進出 田中寿樹 

・１年ダブルス 

   ３回戦進出 河合楓・加藤組、菰田・福井組 

・１年シングルス 

   ４回戦進出 市川椋大 

＜女子＞ 

平成２８年度愛知県高等学校学年別大会(1/7, 9, 14) 

・２年シングル 

  ６回戦進出  松下衣織、濱こころ、野川裕衣 

  ５回戦進出 柴田純佳、藤井美保里、大西ルミ 

  ４回戦進出 渡邊早紀、小笠原瑞華 

 ・１年シングル 

  ５回戦進出 伴映里佳     

  ４回戦進出 河合美歩、山田陽菜 

     ３回戦進出 遠藤帆咲姫 

 ・２年ダブルス 

  ６回戦進出 松下・柴田組、藤井・小笠原組 

  ４回戦進出 濱・渡邊組 

  ２回戦進出 井本・松澤組 

  出場  大西・葉山組 

 ・１年ダブルス 

  ６回戦進出  伴・山田組 

  ４回戦進出 遠藤帆・畠山組 

  ３回戦進出 河合・江川組、遠藤汐・村松組 

 

○美術部 

平成 28 年度アートフェスタ・愛知県高等学校総合文化祭 美術・工芸部門出品 

立体部門 「銀世界」3年 中島菜摘 

第 31 回愛知県高等学校文化連盟美術・工芸部門『東三河』支部展 出品 

 来年度アートフェスタ・愛知県高等学校総合文化祭 代表作品に選出 

 立体部門 「好き嫌い」2年 草野あかり 
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○陸上部 

駅伝カーニバル 

〔男子〕  1 区 真野 2 区 小川 3 区 稲垣 4 区 松芝 5 区 西村    9 位 TOTAL 1:13:39 

〔女子〕A 1区 髙橋 2区 鶴岡    3区 鈴木那 4区 橋本              20位  TOTAL 1:06:22 

B 1区 木村  2区 鈴木保   3区 杉原    4区 西井              19位  TOTAL 1:05:59 

全三河駅伝競走大会  

一般男子の部 ５区間 25.0km (5K×5) 

1 区 真野  2 区 小川  3 区 西村  4 区 真野(OB)  5 区 松芝     ７位  TOTAL 1:25:34 

高校一般女子の部 ５区間 12.0km (3K－2K－2K－2K－3K) 

Ａ 1 区 高橋 2 区 鈴木保 3 区 木村  4 区 鈴木那 5 区 鶴岡     10 位  TOTAL 47:32 

Ｂ 1 区 西井 2 区 河合穂 3 区 杉原  4 区 小林  5 区 橋本       23 位  TOTAL 53:01 

一色マラソン大会 

〔高校男子１０Km の部〕  真野  ５位  西村 ８位 
〔高校女子５Km の部〕    髙橋 10 位  鈴木保 12 位  西井 14 位  橋本 16 位 
 

 

○バレーボール部 

〈男子〉 

東三河高等学校選手権大会 予選リーグ 

  １試合目 成章２―０時習館   ２試合目 成章０―２豊丘 

二位決勝トーナメント 

 １回戦 成章２―０桜丘 

新人体育大会東三河支部予選会 

 一回戦  成章２－０豊橋工業     二回戦 成章２－０小坂井 

準決勝  成章１－２豊川工業      三決 成章１－２豊丘             四位 

〈女子〉 

東三河高等学校選手権大会 予選リーグ 

１試合目 成章０―２藤ノ花    ２試合目 成章２―１渥美農業 

３試合目 成章２―０御津 

二位決勝トーナメント 

１回戦  成章０―２豊橋南    三決   成章２―０豊橋東 

新人体育大会東三河支部予選会 

 一回戦  成章２－０新城東     二回戦 成章０―２藤ノ花 

 

○新聞文芸部 

平成２８年度愛知県高等学校文化連盟文芸専門部作品コンクール 

文芸部誌部門 第三席「イナカプレス」 

 

○バスケットボール部 

平成２８年度愛知県公立高校商業科大会 

一回戦  本校 ４４対４１ 知立高校  二回戦  本校 ３８対６４ 鶴城丘 

平成２８年度高校新人東三河支部大会 

 一回戦   本校 ３０対６２ 豊川工業高校 

 


