
1 

 

平成３０～３１（令和元）年度       
対外試合結果（３～６月） 

太字は県大会 

＜陸上競技部＞ 

高校総体東三河予選会 ４/ ２７、２８、２９（豊橋市陸上競技場） 

男子 総合６位２３点 フィールドの部３位１８点 

やり投 １位 河邉大空  ３位 林凌輝  110mH ３位 中嶋健登  三段跳 ３位 鈴木英起  

円盤投 ４位 中村龍誠  400m ６位 杉山裕亮  ﾊﾝﾏｰ投 ６位 林凌輝 

女子 100mH ７位 森川愛由                        【以上県大会進出】 

高校総体愛知県大会 5/17,18,19 (パロマ瑞穂スタジアム) 

【男子】やり投 ２位 河邉大空 東海総体進出  やり投 ７位 林凌輝  他出場 

東三河選手権大会 6/1,2 (豊橋市陸上競技場) 

【男子】やり投 １位 林凌輝 ２位 河邉大空  円盤投 １位 中村龍誠 

高校総体東海大会 6/23 （静岡エコパスタジアム） 

【男子】やり投 ３位 河邉大空 全国総体進出（8/5 沖縄） 

 

＜卓球部＞ 

平成３１年度愛知県高等学校総合体育大会卓球競技東三河支部予選会 

男子  ４月３０日（火）学校対抗  １回戦 成章 ２－３ 蒲郡東  出場 

女子  ４月３０日（火）学校対抗  ２回戦 成章 ３－０ 小坂井 

                   ３回戦 成章 ３－０ 福江 

                   準決勝 成章 ０－３ 桜丘 

                   ３位決 成章 ３－１ 豊川       【県大会進出】 

     ５月１日（水）ダブルス   天野・河合組          ベスト８【県大会進出】 

５月２日（木）シングルス   天野礼菜            ベスト８【県大会進出】 

平成３１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 

〈女子〉 ５月１８日（土）学校対抗  １回戦 成章 ３－２ 安城学園 

                   ２回戦 成章 １－３ 半田農業       ベスト１６ 

      ５月１９日（日）ダブルス  天野・河合組                  出場 

     ５月２５日（土）シングルス 天野礼菜                  ベスト３２ 

第７１回中部日本卓球選手権大会愛知県予選 

〈女子〉 ６月１日（土）大久保紗綺 予選通過で本戦へ（中部日本大会進出） 

平成３１年度国民体育大会卓球競技愛知県東三河支部予選 

〈女子〉 ６月９日（日）シングルス 大久保紗綺             第３位（県大会進出） 
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                  上村彩奈             ベスト８（県大会進出） 

                  小久保茅華           ベスト１６（県大会進出） 

 

 

＜バドミントン部＞ 

〈男子〉 

・第７３回 愛知県高等学校総合体育大会 三河支部予選会 

  ４／１３ 団体戦  ベスト８ 

       １回戦  本校 ３－０ 刈谷   ２回戦  本校 ３－１ 時習館 

       ３回戦  本校 １―３ 桜丘 

  ４／２０、２７ ダブルス   

       ６回戦（ベスト１６） 牧野・高橋組 【県大会進出】 

       ５回戦  松浦・辻組 

       ４回戦  神谷・鈴木組、杉原・杉田組 

       ３回戦  黒田・榊原組、小久保・畠山組、宮川・柴田組 

       ２回戦  尾藤・松井組、中田・山内組 

       出 場  青木・伊藤組、井上・内海組 

  ４／２９、３０ シングルス 

       ５回戦  牧野滉平     ４回戦  高橋佑大朗 

       ３回戦  松浦拓瑠、辻 翔真、杉原拓実、鈴木岳斗、杉田心豊、小久保颯汰、 

            畠山祥弥 

       ２回戦  神谷 陸、榊原友哉、黒田佳希、中田稜也、山内啓叶 

       出 場  尾藤走磨、宮川義矢 

・第７３回 愛知県高等学校総合体育大会 

  ５／１９  ダブルス  ２回戦  牧野・高橋組 

〈女子〉 

第７３回 愛知県高等学校総合体育大会 三河支部予選会 

４／１３(土)、２７(土) 団体戦【県大会進出】 

 本校 ３ － ０ 岡崎学園       ３ － １ 桜丘 

    ３ － ２ 愛産大三河      ０ － ３ 岡崎城西 

３位決定戦 １ － ３ 安城学園  

４／２８(日)  ダブルス 

 ベスト１６ 織田・鈴木乃、伊藤・杉原彩、河合・鈴木す【県大会進出】 

 ベスト３２ 土井・田中、楠・杉原楓、安田・松下 

 ４回戦出場 鈴木あ・神谷     ３回戦出場 鈴木愛・三竹 

 ２回戦出場 太田・筒井         出場 八木・深見 
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４／２９(月)、３０(火) シングル 

 ベスト３２ 織田、杉原彩、鈴木す、河合 

 ４回戦出場 安田、伊藤、楠、鈴木乃、松下、鈴木あ、 

 ３回戦出場 田中、杉原楓、土井      ２回戦出場 深見、鈴木愛、髙橋 

○第 72 回 愛知県高等学校総合体育大会 

  ５／１９(土) 団体戦 

 本校０ － ３ 星城 

  ５／２０(日) ダブルス 

 ２回戦進出  伊藤・杉原彩、鈴木す・河合     出場  織田・鈴木乃 

 

＜ソフトテニス部＞ 

〈男子〉 

第７３回愛知県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技東三河支部予選会（４／２０、２１、２７） 

男子団体 ３位【県大会進出】 

  予選リーグ 成章３－０御津 成章３－０福江 成章２－１豊橋西 成章２－１新城東 

  決勝リーグ 成章２－１豊橋中央 成章１－２豊川 成章２－１蒲郡東 

        成章０－３渥美農業 成章３－０豊橋東 成章３－０豊川工業 

男子個人 第３位 鈴木・折戸組 第９位 浪崎・彦坂組【県大会進出】 

第７３回愛知県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技（５／１９,２５） 

男子団体 出場 成章２－１西尾 成章０－２岡崎城西 

男子個人 出場 鈴木・折戸組 浪崎・彦坂組 

〈女子〉 

第７３回愛知県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技東三河支部予選会（４／２０、２１、２７） 

女子団体 第６位 

  予選リーグ 成章３－０豊丘 成章０－３豊橋中央 成章３－０新城 

  決勝リーグ 成章１－２豊橋商業 成章１－２藤ノ花 成章２－１豊川 

        成章１－２豊橋東 成章１－２時習館 成章３－０新城東 

女子個人 ベスト３２ ３ペア 

 

＜バスケットボール部＞ 

第７３回愛知県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 東三河支部予選  

１回戦   成章高校 ７７－６１ 国府高校    ４／２０(土) 

２回戦   成章高校 ６３－５７   豊丘高校    ４／２０(土) 

３回戦   成章高校 ４５－７９   小坂井高校   ４／２１(日) 

敗者戦   成章高校 ９４－５３   蒲郡高校    ４／２１(日) 

５位決定戦 成章高校 ５８－６６   時習館高校   ４／２８(日)   結果６位 
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＜弓道部＞ 

平成３０年 春季東三河弓道大会 

３月２４日（日）蒲郡市民体育センター弓道場 

男子団体 優勝 成章Ａ   男子個人 第４位 大橋 息吹 

総合体育大会 弓道競技 東三河支部予選会 

５月３日（木）蒲郡市民体育センター弓道場 

男子団体 第２位 成章Ａ（榊原・小久保・芳賀・河邉・朽名） 【県大会進出】 

女子団体 基準を通過 【県大会進出】 

男子個人 第３位 小久保 裕貴 

        小久保・河合晴・榊原・渡瀬【県大会進出】 

女子個人 第２位 藤井 英加 

        藤井・苅谷・河合彩【県大会進出】 

★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       女子団体 出場 

男子個人 小久保・河合晴・榊原・渡瀬 出場 

女子個人 藤井・苅谷・河合彩 出場 

 

＜野球部＞ 

第６９回愛知県高等学校優勝野球大会 東三河地区１次リーグ戦 

３月２２日 成章１１－３新城     ３月２３日 成章１２－０作手 

３月２４日 成章７－１豊橋東     ３月２６日 成章５－７国府 

３月２７日 成章３－６渥美農業 

第６９回愛知県高等学校優勝野球大会 東三河地区予選 二次トーナメント  

３月３０日 成章０－３時習館 

 

＜剣道部＞ 

第４６回豊橋市武道館開館記念東三河剣道大会(４／１３) 勝ち抜き戦  

男子  成章×－〇豊橋東     出場 

第５７回東三河剣道大会御津大会(４／２１) 

男子  成章２－３桜丘 

     成章３－０渥美農業    出場 

第７３回愛知県高等学校総合体育大会東三河予選  

個人戦（５／１１）出場  団体戦（５／１２）出場 

武徳祭剣道大会（６／１） 

河合菜々美 １年女子３位 
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＜ソフトボール部＞ 

第７３回愛知県高等学校総合体育大会東三河予選 

予選トーナメント（４／２０・２１ 豊丘高校） 

成章 ７―２ 時習館    成章 ８―０ 蒲郡東・小坂井   成章 ３―０ 豊丘 

決勝トーナメント（４／２７・２８ 豊丘高校） 

１回戦 成章１０―２ 藤ノ花女子  準決勝 成章 １―４ 豊橋商業 

敗者復活戦 

１回戦 成章 ２―３ 豊丘 

 

＜バレーボール部＞ 

〈男子〉 

第７３回愛知県高等学校総合体育大会バレーボール競技東三河支部予選会（４月２２日） 

 １回戦 成章 １７－２５ １７－２５豊丘               

〈女子〉 

第７３回愛知県高等学校総合体育大会バレーボール競技東三河支部予選会（４月２２日）  

４月２１日（日） 

  １回戦 成章 ２５－１９ ２５－２３ 小坂井 

  ２回戦 成章 １１－２５ １１－２５ 豊丘 

 

＜柔道部＞ 

平成３１年度愛知県高等学校総合体育大会柔道競技東三河支部予選会 

一回戦  成章 １－③ 豊橋南 

 

＜パソコン部＞ 

全国高等学校情報処理競技大会 愛知県予選会 

 団体の部 13 位 （13 校中） 

 個人の部 田畑 普隆 30 位 大羽 恵介 43 位 天野 凌  49 位 小川 結衣  50 位 (50 人中) 

 


