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平成３０年度対外試合結果（４月～１１月） 
              県大会以上出場分掲載（太字は県ベスト１６以上） 

○弓道部 

愛知県高等学校総合体育大会 弓道競技 一次予選会 

男子団体 出場   男子個人 大竹春輝 出場 

女子団体 出場   女子個人 田中亜実 舟橋亜美花 平山怜奈 井本いぶき 出場 

                  河合琴音 予選通過 

愛知県高等学校総合体育大会 弓道競技 二次 

女子個人 河合琴音 優勝 →東海大会、全国大会へ 

第 65 回東海高等学校総合体育大会 弓道競技 

女子個人 河合琴音 決勝進出 

第 65 回全国高等学校総合体育大会 弓道競技 

女子個人 河合琴音 優勝                         全国個人優勝 

愛知県高等学校弓道選抜大会 一次選考会・最終選考会 

男子団体 出場（河合晴太・榊原・小久保・芳賀） 

女子団体 第２位（金田・市川・河合希美・河合彩伽）→東海選抜・全国選抜へ 

男子個人 榊原 最終選考会出場 

女子個人 金田 杉田 古井 永井 大竹  出場 

○卓球部 

平成３０年度愛知県高等学校総合体育大会卓球競技愛知県予選会 

〈男子〉 ５月２７日（日）シングルス 伊奈洸輝                  出場 

〈女子〉 ５ 月１ ９ 日（土）学校対抗  １ 回戦 成章 ３ －１  西尾東 

                      ２ 回戦 成章 ０ －３  名経大高蔵   ベスト１ ６  

        ５月２６日（土）ダブルス  渡邉優奈・天野礼菜組            出場 

        ５月２７日（日）シングルス 天野礼菜               ベスト３２ 

第７０回中部日本卓球選手権大会愛知県予選 

〈女子〉 ＊天野礼菜は推薦で本戦へ 

平成３０年度国民体育大会卓球競技愛知県一次予選 

〈女子〉 ６月２３日（土） 天野礼菜                    ベスト３２ 

                 小久保茅華                      出場 

第７ ０ 回中部日本卓球選手権大会 

〈女子〉 ７ 月１ ４ 日（土）・１ ５ 日（日）天野礼菜            中部ベスト６ ４  

第８２回愛知県高等学校卓球リーグ 

８月２２日（水）第８２回愛知県高等学校卓球リーグ 

学校対抗 女子２部  

     成章 ０－３ 半田商業  成章 ２－３ 安城学園 

     成章 ０－３ 椙山女学園 成章 ２－３ 向陽          ５位（３部へ降格） 

第５ ８ 回東海卓球選手権大会 

〈女子〉 １ １ 月９ 日（金）・１ ０ 日（土）天野礼菜             東海ベスト６ ４  
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○陸上部 

高校総体愛知県大会 5/18,19,20 (パロマ瑞穂スタジアム) 

        出場全種目、健闘むなしく予選敗退 

愛知陸上競技選手権大会 ﾘﾚｰ競技 6/30,7/1  個人種目 7/14,15    (パロマ瑞穂スタジアム) 

    出場全種目、予選敗退 

愛知県高等学校新人体育大会陸上競技大会 9/29,30,10/2     (パロマ瑞穂スタジアム) 

    【男子】やり投 ３ 位 河邉大空 ４ 位 林凌輝         以上 東海新人進出 

東海高等学校新人体育大会陸上競技大会 10/27,28        (静岡 草薙陸上競技場) 

【男子】やり投 ６ 位 河邉大空                        東海 6 位 

愛知県高等学校駅伝競走大会            11/4  (知多市陸上競技場発着駅伝コース) 

【男子】５９位（片山、乃一、岡本、姫野、杉山、金、鈴木）[ｴﾝﾄﾘｰ 79 ﾁｰﾑ] 

【女子】２２位（山本、鶴岡、鷲巣、鈴木、伴）      [ｴﾝﾄﾘｰ 62 ﾁｰﾑ] 

 

○ソフトテニス部 

〈男子〉 

第７２回愛知県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技（５／19,20） 

男子団体 出場 成章１－２岡崎 

男子個人 ３回戦進出 鈴木・福井組  髙橋・平川組 

国民体育大会ソフトテニス競技少年の部県大会（７／２４） 

男子個人 出場（ベスト３２） 鈴木・村岡組   

平成３０年度新人体育大会ソフトテニス競技県大会（10／21,27） 

男子個人 出場 鈴木・折戸組 

男子団体 出場 成章１－２西尾 

 

〈女子〉 

第７２回愛知県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技（５／19,20） 

女子団体 出場 成章１－２豊田北 

女子個人 第９ 位 柴田・廣中組 【東海大会進出】 

        出場 大羽・中本組 

平成３０年度愛知県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技（１０／２２） 

女子個人 ２回戦進出 木下・中神組 

 

○吹奏楽部 

７月３０日（月） 

中部日本吹奏楽コンクール県大会 (西尾市民文化会館)             銀賞 

 

○剣道部 

第７２回愛知県高等学校総合体育大会 

   １回戦 成章 ０対② 大同大大同 
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○ソフトボール部 

第７ ２ 回愛知県高等学校総合体育大会ソフトボール競技県大会 

  ２ 回戦（5/26 山田高校）       ３ 回戦（5/27 聖霊高校） 

  成章 １ ―０  豊橋商業        成章 ０ ―９  東海学園   ベスト８  

平成３ ０ 年度愛知県高等学校女子ソフトボール選手権大会 

２ 回戦（7/14 豊川高校）  ３ 回戦（7/15 蘇南公園）  ４ 回戦（7/16 中部大第一高校） 

成章 ８ ―２  西尾     成章 ８ ―２  津島     成章 ０ ―２  尾北 

ベスト１ ６  

平成３ ０ 年度愛知県高等学校新人体育大会ソフトボール競技県大会   

１ 回戦（10/28 安城南高校）   ２ 回戦（11/3 豊田市運動公園） 

    成章 ３ ―１  碧南        成章 １ ―３  尾北       ベスト１ ６  

 

○パソコン部 

第３ ０ 回全国高等学校情報処理競技大会 愛知県地区大会  （６ 月２ 日（土）） 

   団体 ６ 位 （鈴木 康生、岩川 裕、大羽 恵介、伏屋 博貴） 

   個人 佳良 岩川 裕 

第３ ８ 回全国高等学校Ｉ Ｔ ・簿記選手権大会 中部ブロック大会  （７ 月２ ５ 日（水）） 

   団体 優秀賞  

   個人 敢闘賞 大羽 恵介 

第６３回愛知県高等学校商業実務競技大会 情報処理Ｂの部    （９月８日（土）） 

   個人 ５位 河合 悠月 

 

○美術部 

平成 30 年度アートフェスタ愛知県総合文化祭展示部門出品 

平成 30 年 8 月 18 日（土）～8月 23 日（木） 

立体部門「未熟」 3 年 藤井優衣 

 

○バスケットボール部 

 第７１回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会愛知県大会  

１次トーナメント 

１０月１３日(土) １回戦 成章 ７６－６０ 武豊 

１０月１４日(日) ２回戦 成章 ７０－４６ 岩倉総合 

      ブロック決勝 成章 ５９－５３ 東海商業     結果 ブロック優勝 

２次トーナメント 

１０月２７日(土) １回戦 成章 ４７－９３ 千種 

 

〇新聞文芸部 

平成３ ０ 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 第一席 「イナカプレス」（来年度全国高等学校総合文化祭愛知県代表） 

散文部門 第二席 中村明日香「明日晴れたら」 Ｈ ３ ０ ．１ １ ．１ ２  
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○バドミントン部 

〈男子〉 

・第７２回 愛知県高等学校総合体育大会 

  ５／１９ 団体戦 （尾﨑・市川・牧野・大場・高橋・加藤・鈴木大・岡本） 

           １回戦  本校 ０－３ 愛工大名電             出 場 

  ５／２６ シングルス   牧野滉平                      出 場 

・平成３０年度 愛知県高等学校新人体育大会 

  １０／２７  団体戦   （牧野・高橋・大場・松浦・辻・鈴木岳・神谷） 

１回戦   本校 ０－３ 名経大市邨 

 １０／２８  ダブルス  ２回戦進出 牧野・高橋組 

               出 場   大場・松浦組 

  １１／ ３  シングルス ２回戦進出 牧野滉平、高橋佑大朗 

               出 場   大場勝慎 

〈女子〉 

第 72 回 愛知県高等学校総合体育大会 

  ５／１９(土) 団体戦   出 場  本校 ２－３ 向陽 

  ５／２０(日) ダブルス ２回戦進出  山田・伴 

平成３０年度愛知県新人体育大会 

  １０／２７(土)団体戦   出場  本校 ０－３ 名経大市邨 

  １０／２８(日)ダブルス  ３回戦進出 織田・伊藤、鈴木乃・河合 

         ２回戦進出 杉原彩・鈴木す 

 

 

○野球部 

第 68 回愛知県高等学校優勝野球大会 

4 月 14 日 成章 2 - 5 時習館  

第 100 回全国高等学校野球選手権記念 東愛知大会 

7 月 7 日  1 回戦 成章 10 - 0 加茂丘 

7 月 14 日  2 回戦 成章 5 - 6 鶴城丘 

 

 

○柔道部 

第７２回愛知県高校総体柔道競技(男子個人) 

５月２６日(土) 

１年３組 鈴木深智 ６０㎏級    出場 

２年２組 岡本康平 ７３㎏級 ２回戦進出 

２年４組 宮本大陸 ７３㎏級    出場 

 

 

 


