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平成３０年度３学期部活動結果報告（１１～１月） 

平成３０年２月現在 

太字は県大会以上 

○弓道部 

★第 37 回東海高等学校弓道選抜大会 

女子団体 出場（金田・市川・河合希美・河合彩伽/２４射１０中） 

★第 37 回全国高等学校弓道選抜大会 

女子団体 出場（金田・市川・河合希美・河合彩伽/１２射６中） 

★愛知県高等学校新人体育大会弓道競技東三河支部予選  1/26 

男子団体 第３位 成章 A（榊原・芳賀・加子・大橋・河邉） 

女子団体 第２位 成章 A（亀井・市川・杉田・金田・河合希） 

     第３位 成章 B（永井・古井・河合未・大河・河合真） 

男子個人 第４位 大橋 息吹 

女子個人 第２位 井本 しほり 

     第３位 斎藤 千里 

     第４位 杉田 乙巴 

 

○卓球部 

第７３回三遠卓球優勝大会 

〈女子〉１２月１５日（土）天野・河合組                       ベスト８ 

第４１回田原市オープン卓球大会 

〈女子〉１２月１６日（日）天野礼菜                           優勝 

平成３０年度全国高等学校選抜卓球大会愛知県予選会 

〈女子〉１月１４日（月）天野礼菜                       ベスト８ 

               河合悠花                       ベスト３２ 

平成３０年度東三河高等学校学年別卓球大会 

〈女子〉１月２６日（土）２年生 天野礼菜                        優勝 

            １年生 小久保茅華                      第３位 

 

○吹奏楽部 

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）  １２月２６日（水）        

・フルート四重奏    金賞                 ・サクソフォン四重奏    金賞 

・木管三重奏      銀賞          ・金管八重奏        銀賞 

 

朝日アンサンブルコンテスト県大会（蒲郡市民会館）      １月２７日（日） 

・フルート四重奏                              銀賞 

中部日本個人・重奏コンテスト地区大会（豊川市文化会館）   ２月３日（日） 

・クラリネット五重奏                            銀賞 

・サクソフォン三重奏                            銀賞 

・金管八重奏                                金賞 

・フルート独奏                               銀賞 

・ホルンソ独奏                               銀賞 
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○バドミントン部 

〈男子〉 

・平成３０年度 第５４回愛知県高等学校学年別大会 

 ２年生  ダブルス   ベスト１６ 高橋・牧野組 

             ベスト３２ 大場・松浦組 

             ４回戦   神谷・鈴木組、黒田・榊原組 

             ３回戦   尾藤・杉原組 

             出 場   辻・杉田組 

 

      シングルス  ベスト３２ 牧野滉平、高橋佑大朗、大場勝慎 

             ４回戦   辻 翔真 

             ３回戦   鈴木岳斗 

             ２回戦   松浦拓瑠、神谷 陸 

 

 １年生  ダブルス   ４回戦   小久保・畠山組、宮川・柴田組 

             ２回戦   青木・山内組 

             出 場   伊藤・中田組、井上・内海組 

 

      シングルス  ４回戦   畠山祥弥 

             ３回戦   小久保颯汰 

             ２回戦   宮川義矢、青木皓平  

〈女子〉 

 平成 30 年第 54 回愛知県高等学校学年別バドミントン大会 

２年女子 ダブルス ５回戦進出（ベスト３２）…織田・鈴木乃、伊藤・杉原彩 

   ３回戦進出…安田・土井 

   ２回戦進出…杉原楓・楠 

２年女子 シングル ５回戦進出（ベスト６４）…織田、安田 

   ４回戦進出…伊藤、鈴木乃、 

   ３回戦進出…鈴木彩 

   ２回戦進出…土井、杉原楓、田中 

１年女子 ダブルス 準々決勝進出（ベスト８）…鈴木す・河合 

   ５回戦進出…髙 ・太田 

   ４回戦進出…松下・鈴木あ 

   ２回戦進出…三竹・鈴木愛、深見・八木 

１年女子 シングル ５回戦進出…河合、鈴木す 

   ２回戦進出…筒井 

 

○バスケットボール部 

・第１３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１５日(土) 、１６日(日) 

  ２回戦 成章  ４６－３４  蒲郡 

３回戦 成章  ６８－３５  犬山 

  準決勝 成章  ４８－５８  木曽川    

順位戦 成章  ８７－７８  国府      結果 第３位 

・平成３０年度高校新人東三河支部大会  １月１２日（土） 

  １回戦 成章  ７７－６４  新城 

  ２回戦 成章  ３０－１１９ 桜丘 
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○陸上部 

愛知陸協駅伝競走大会                12/8 ( 愛・地球博記念公園 ) 

〔男子〕21km  24 位 1:20:25 ( 片山、岡本、金、乃一、鈴木陶 ) 

〔女子〕15km  9 位 1:04:00 ( 山本、伴、鷲巣、鈴木い )                                     

全三河駅伝競走大会                                  1/13 ( 蒲郡浜町緑地 ) 

［高校男子の部］  25km  18 位 1:31:29  ( 片山、姫野、乃一、鈴木陶、岡本 ) 

［高校一般女子の部］12.0km  8 位 47:44 ( 山本、伴、鶴岡、鈴木い、鷲巣 ) 

芦ヶ池ぐるっとマラソン大会                                1/20 ( 田原サンテパルク ) 

［高校男子の部 5.4km］  1 位 片山  15 位 姫野   20 位 乃一  

[高校女子の部 2.7km]    1 位山本     2 位 伴     5 位  鷲巣  6 位 鈴木い   7 位 鶴岡    8 位 横江 

一色マラソン大会                             1/27 ( 一色町コース ) 
〔高校男子 10km の部〕 5 位 片山  11 位 姫野  12 位 金  13 位 乃一   

〔高校女子 5km の部〕 18 位 鷲巣   26 位 鈴木い  

〔一般女子 10km の部〕 2 位 山本 

 

○バレーボール部 

＜男子＞ 

平成３０年度東三河高等学校バレーボール選手権大会  12 月 15 日    

  成章 ２５－１６ １９－２５ １３－１５ 豊川工業 

  成章 ２５－２１ ２２－２５ １２－１５ 国府 

  成章 ２０－２５ ２６－２８       豊橋中央 B 

平成３０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 12 日 

  1 回戦 成章 １８－２５ １５－２５ 豊橋工業 

＜女子＞ 

平成３０年度東三河高等学校バレーボール選手権大会   

  １２月１５日（土） 

   予選リーグ  成章 ０－２ 豊橋商業 B 

          成章 ０－２ 小坂井 

          成章 ０－２ 豊丘 

平成３０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１２日（土） 

   １回戦 成章 ２５－２２ ２５－１７ 豊橋東 

   ２回戦 成章  ３－２５  ８－２５ 豊川 

 

○バスケットボール部 

第１３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１５日(土) ２回戦 成章  ４６－３４  蒲郡 

３回戦 成章  ６８－３５  犬山 

１２月１６日(日) 準決勝 成章  ４８－５８  木曽川 

順位戦 成章  ８７－７８  国府      結果 第３位 

平成３０年度高校新人東三河支部大会 

１月１２日（土） １回戦 成章  ７７－６４  新城 

          ２回戦 成章  ３０－１１９ 桜丘 
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○新聞文芸部 

平成３０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」  

Ｈ３０．１１．１２ 

 

〇写真部 

愛知県高等学校文化連盟写真専門部東三河支部第 31 回高校生の写真展 

 奨励賞 「タイムスリップ」 ２年 和田美加 

 


