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平成２９年度３学期部活動結果報告（１２～１月） 

平成３０年２月現在 

太字は県大会以上 

○弓道部 

★11/18,19 第 36 回東海高等学校弓道選抜大会 

男子団体 出場 

男子個人 朽名 要  出場 

女子個人 田中 亜実 第３位   河合 琴音 出場 

★12/24,25 第 36 回全国高等学校弓道選抜大会 

女子個人 田中 亜実 準決勝進出 

      河合 琴音 決勝射詰進出 

★１/２７ 愛知県高等学校新人体育大会弓道競技東三河支部予選 

団体 男子 ２位 成章Ａ    女子 ２位 成章Ｅ    ３位 成章Ｂ 

 個人 男子 優勝 小久保 裕貴 女子 優勝 平山 怜奈 

    ２位 井本 いぶき       ４位 田中 亜実   

県大会出場 

男子団体 １チーム  女子団体 １チーム  

男子個人 １名 小久保 裕貴 

女子個人 ５名 平山 怜奈  井本 いぶき  田中 亜実  尾川 彩音  鬼頭 萌 

 

○ソフトテニス部 

〈女子〉 

平成２９年度東三河高等学校ソフトテニス競技学年別大会（11／18） 

女子個人２年 第２位 柴田・廣中組  第５位 大羽・中本組 

第４８回東海高等学校選抜ソフトテニス大会（１／21） 

 女子個人 出場 柴田・廣中組 

〈男子〉 

平成２９年度東三河高等学校ソフトテニス競技学年別大会（11／18） 

男子個人２年  髙橋・福井組 ベスト８ 

 

 

○卓球部 

１１月２３日（木）平成２９年度愛知県高等学校新人体育大会卓球競技愛知県予選会 

〈女子学校対抗〉  １回戦 成章 ３－０ 緑丘商業 

           ２回戦 成章 ０—３ 愛み大瑞穂              ベスト１６ 

１１月１７日（金）第５７回東海卓球選手権大会 

〈女子シングルス〉天野礼菜                            ベスト６４ 

１月８日（月）平成２９年度全国高等学校選抜卓球大会愛知県予選会 

〈女子シングルス〉天野礼菜                              第３位 

１月２７日（土）平成２９年度東三河高等学校学年別卓球大会 

〈１年女子シングルス〉天野礼菜                             優勝 

〈２年女子シングルス〉渡邉優奈                             優勝 

 

○演劇部 

第 70 回中部日本高校演劇大会（12／25～12／28） 奨励賞 
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○吹奏楽部 

１２月２５日（月） 

朝日アンサンブルコンテスト東三河地区大会（豊川市文化会館）          

・フルート三重奏                          金賞  （県大会出場） 

・クラリネット五重奏                        銀賞 

・サックス四重奏                          金賞  （県大会出場） 

・金管八重奏                            金賞 

１ 月２ ７ 日（土） 

朝日アンサンブルコンテスト県大会（名古屋文理大学文化フォーラム） 

・フルート三重奏                              銀賞 

・サックス四重奏                              銀賞 

 

○ソフトボール部 

第４３回豊橋市長杯争奪ソフトボール大会      （１／２７・２／３～豊橋商業高校ほか） 

１回戦 成章２４―１ 豊橋西・豊橋中央     ２回戦 成章 ５―１ 藤ノ花女子 

 

○バドミントン部 

〈男子〉 

・平成２９年度 第５３回愛知県高等学校学年別大会  １／６(土)､７(日)、８(月)、１３日(土) 

２年 ダブルス  ４回戦  尾﨑・市川組   ３回戦   井本・加藤組、鈴木・岡本組 

           出場   三浦・大羽組、菰田・福井組 

  １年 ダブルス  ベスト１６ 大場・牧野組  ベスト３２ 松浦・辻組 

           ４回戦   高橋・鈴木組、杉田・神谷組 

           ３回戦   尾藤・榊原組  ２回戦   黒田・成清組 

  １年 シングルス ベスト１６ 牧野滉平    ３回戦   松浦拓瑠 

                 ２回戦   大場勝慎、杉田心豊  出場    辻 翔真 

  ２年 シングルス ４回戦   尾﨑海斗、井本紘樹 

                 ３回戦   市川椋大、岡本真典、加藤滉大、鈴木大晴 

                 ２回戦   大羽雄河    出場 三浦叶大 

〈女子〉 

平成 29 年第 53 回愛知県高等学校学年別バドミントン大会 

（1 月 6・7・8・13 日 名古屋市緑スポーツセンター、名古屋市千種スポーツセンター、 

名古屋市北スポーツセンター、豊橋総合体育館、名古屋市枇杷島スポーツセンター） 

 ２年生ダブルス  7 回戦進出（ベスト 8）山田・伴組、  

3 回戦進出 河合・遠藤汐組、遠藤帆・江川組 

 １年生ダブルス  5 回戦進出 伊藤・鈴木組、織田・池田組、杉原彩・安田組 

3 回戦進出 杉原楓・楠組  2 回戦進出 坂口・田中組 

 ２年生シングルス 7 回戦進出（ベスト 16） 山田陽菜  6 回戦進出（ベスト 32） 伴映里佳 

          5 回戦進出 畠山結衣、遠藤帆咲姫   4 回戦進出 遠藤汐咲姫、江川美帆 

          3 回戦進出 河合美歩 

 １年生シングルス 4 回戦進出 織田実優、杉原彩花    3 回戦進出 池田千紘   

2 回戦進出 伊藤衣織 

 

○バスケットボール部 

平成２９年度高校新人東三河支部大会 １月１３日（土） 

 一回戦   本校 ５３対６３ 豊丘高校 
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○陸上部 

駅伝カーニバル                       期日 12 月 10 日(日) 場所 愛・地球博記念公園 

〔男子〕 ５区間 真野翔太、岡本洋大、姫野大雅、乃一徹、鈴木陶矢 総合 24 位 1:17:55 

〔女子〕 ４区間 鈴木保乃花、鶴岡千慧、伴遥奈、鷲巣未歩       総合 7 位 1:01:10 

 

全三河駅伝競走大会                   期日 1 月 14 日 場所 蒲郡浜町緑地 

高校男子の部   ５区間  真野翔太、岡本洋太、乃一徹、鈴木陶矢、(５区棄権) 総合 なし 

高校一般女子の部 ５区間 鶴岡千慧、伴遥奈、西井柚乃、橋本ふづき、鷲巣未歩  総合 10 位 49:01 

 

芦ヶ池ぐるっとマラソン大会            期日 1 月 21 日)  場所 田原サンテパルク 

［高校男子の部 5.4km］  真野翔太 １位 18’04” 

[高校女子の部 2.7km]  鈴木保乃花 １位 9’59”     伴遥奈 ２位 10’04”    鷲巣未歩 ４位 10’53” 

西井柚乃   ６位 11’20”    橋本ふづき  ８位 13’36” 

 

一色マラソン大会                 期日 1 月 28(日)  場所 一色町コース 
〔高校男子 10Km の部〕 真野翔太 ４位 33.35  金稜宇 10 位 39.11  乃一徹 12 位 39.47 

姫野大雅 16 位 48.07 
〔高校女子５Km の部〕  伴遥奈 11 位 19.17     鷲巣未歩 15 位 21.11     西井柚乃 16 位 21.39  

橋本ふづき 31 位 27.20 

〔一般女子１０Km の部〕鈴木保乃花 １位 40.17 

 

○バレーボール部 

＜男子＞ 

平成２９年度東三河高等学校バレーボール選手権大会      １２月１６日、１７日 

 １戦目 成章 ２５－７  ２５－８  新城東 

 ２戦目 成章 ２５－１９ ２５－１５ 小坂井Ｂ 

 ３戦目 成章 １５－２５ １８－２５ 豊丘        グループリーグ２位通過 

 ２位トーナメント 

  １回戦 成章 １９－２５ １８－２５ 豊橋工業 

平成２９年度愛知県高等学校新人体育大会バレーボール競技東三河地区予選会 1 月 13 日、14 日 

 １回戦 成章 ２５－８  ２５－７  御津  ２回戦 成章 １４－２５ ２０－２５ 豊川 

＜女子＞ 

平成２９年度東三河高等学校バレーボール選手権大会  １２月１６日（土）１７日（日） 

 予選リーグ 

       成章 ２５－ ７  ２５－１０ 渥美農業 

       成章 ２０－２５  ２２－２５ 豊橋商業 

       成章 １９－２５  ２４－２６ 豊橋中央Ｂ 

 ２位トーナメント 

  １回戦  成章 ２５－１０  ２５－１５ 御津 

  準決勝  成章 ２９－２７  ２５－１５ 蒲郡東 

  決勝   成章 ２５－１３  ２５－２０ 豊橋南 

平成２９年度愛知県高等学校新人体育大会バレーボール競技東三河地区予選会 １月１３日（土） 

 １回戦  成章 ２５－１８  ２５－１２ 豊橋南 

 ２回戦  成章 １７－２５  １３－２５ 豊丘 
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○野球部 

第７０回愛知県高校学校野球選手権大会 

９月１０日 成章 ３－４ 名南工業 

第１３７回中日旗争奪全三河高校野球大会 

１０月２８日 成章 ４－７ 西尾東高校 

 

 

○柔道部 

第６８回全三河高等学校体重別柔道大会 １１月１９日(日) 

７３㎏級 岡本康平 出場   宮本大陸 出場 

平成２ ９ 年度愛知県高校新人柔道大会(男子個人) 

７ ３ ㎏級 岡本康平２ 回戦進出 

 

○バスケットボール部 

第１２回愛知県公立高等学校商業科体育大会バスケットボール競技 １２月１６日（土）,１７日（日） 

 １回戦 成章 ６７－４２ 豊田東  ２回戦 成章 ７３－５５ 新城 

 ３回戦 成章 ６３－２８ 碧南   準決勝 成章 ４４－６０ 木曽川 

 ３位決定戦  成章 ９８－８７ 東海商業      結果第３位 

 

○剣道部 

田原市スポーツフェスティバル（１０／１） 

主な成績 

一般女子の部 ３位 早川優   一般団体の部 ３位 成章Ａ 

平成２９年愛知県高等学校新人体育大会（個人戦１０／２８ 団体戦１０／２９） 

男子個人戦：白戸和季 ５位 県大会出場  金子聖 ３回戦進出 

女子個人戦：早川優 ２回戦進出  高野樹 出場 

男子団体戦：予選リーグ敗退（１勝１敗） 

    成章２－②豊橋南（本数差） 成章④－０豊丘 

女子団体戦：予選リーグ敗退（１勝２敗） 

    成章１－①藤ノ花（本数差） 成章０－③豊橋東 成章②－２豊橋南（本数差で勝ち） 

 

○新聞文芸部 

平成２９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」  

Ｈ２９．１１．１１ 

 


