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令和元年度７～１１月部活動結果報告 

令和元年１１月現在 

太字は県大会以上 

○陸上部 

・東三河１年生大会兼ジュニア記録会 7/16 (豊川市陸上競技場) 

【男子】200m ８位 高瀬哲汰 走高跳 8 位 沖哲司  

【女子】100mYH ４位 林きらり 1500m ８位 前田真優 

・高校総体全国大会 8/6   (沖縄タピック県総ひやごんスタジアム) 

【男子】やり投 予選 1組 13位 河邉大空 (全国大会出場) 

・愛知県高等学校新人体育大会東三河予選会 9/7,8 

【女子】1500m ５位 山本陽菜 3000m ６位 山本陽菜  

100mH ６位 林きらり 円盤投３位 鈴木いなふ 

・愛知県高等学校駅伝競走大会             11/10  (一宮市木曾三川公園駅伝コース) 

〔男子〕42.195km   39位(76 ﾁｰﾑ中) 金稜哲 天野慶 岡本洋大 兵藤心音 金稜哲 斎藤運 彦坂汐 

〔女子〕21.0975km 34位(56 ﾁｰﾑ中) 山本陽菜 鈴木いなふ 渡邉有貴 清田芽衣 前田真優 

 

○ソフトボール部 

・令和元年度愛知県高等学校ソフトボール選手権大会 （７／１３～星城高校ほか） 

２回戦 成章１９―２ 五条   ３回戦 成章 ０―９ 尾北  3回戦進出 

・第５２回全三河ソフトボール選手権大会 （７／２９～ 浜町グラウンド） 

  ２回戦 成章１４―４碧南 ３回戦 成章１９―０西尾東 ４回戦 成章１６―１豊橋商業    

準決勝 成章 ９―１ 光ヶ丘女子   決 勝 成章 ２―３ 岡崎学園       準優勝 

・第３６回愛知県公立高等学校商業科大会 （８／１０～ 豊田東高校） 

  ２回戦 成章 ８―１ 半田商業    ３回戦 成章１０―０ 豊橋商業 

  準決勝 成章 ７―０ 古知野     決 勝 成章 １―３ 西陵         準優勝 

・第４５回豊橋市長杯争奪ソフトボール大会 （８／１９・２０～ 石巻運動広場） 

１回戦 成章 ７―０ 国府      準決勝 成章 ６―５ 豊川 

  決 勝 成章 ８―７ 豊橋商業                          優勝 

・令和元年度愛知県高等学校新人体育大会ソフトボール競技東三河予選 

  予選リーグ（９／７～豊橋創造大学グラウンド） 

    成章１１―０ 藤ノ花女子   成章１８―３ 新城有教館 

  成章 ９―２ 豊橋商業    成章 ７―０ 蒲郡 

決勝トーナメント （９／１４～ 浜町グラウンドほか）  

   準決勝 成章１８―３ 藤ノ花女子   決 勝 成章 １―２ 豊川  準優勝 県大会出場 

・令和元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 （１０／２７ 東海学園高校） 

２回戦 成章 ３―１ 光ヶ丘女子   ３回戦 成章 ０―９ 東海学園   県大会ベスト８ 

 

○弓道部 

・東三支部高校弓道選手権大会（8月 24日）蒲郡市民体育センター弓道場 

女子団体 第２位 成章Ａ   女子個人 第４位 市川 歩那海 

・愛知県高等学校弓道選抜大会東三河支部予選会（10月 26日） 蒲郡市民体育センター弓道場 

男子団体 出場           男子個人 河辺 県大会へ 

女子団体 基準を満たし、県大会へ  女子個人 亀井・古井・永井・杉江 県大会へ 

・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   男子個人 河邉 出場 

女子団体 出場   女子個人 亀井・古井・永井・杉江 出場 

 

○野球部 

・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 成章 １－７ 栄徳 
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・秋季東三河地区１次リーグ戦 

８月１１日 成章  ０－１０ 豊川    ８月１２日 成章 １０－ １ 御津 

８月１４日 成章  ３－ ５ 豊橋工業  ８月１６日 成章  ３－ ２ 豊丘 

  ８月１８日 成章 １０－ ９ 福江 

・秋季東三河地区２次トーナメント 

  ８月２１日 成章 ８－ １ 国府     ８月２２日 成章１１－１２ 時習館 

  ８月２４日 成章 ７－ ２ 蒲郡東 

・第７２回愛知県高等学校野球選手権大会 

  ９月７日 成章 ３－１０ 豊田 

・第１４１回中日旗争奪 全三河高校野球大会 

  １０月２０日 成章 ０－６ 愛産大三河 

 

○吹奏楽部 

・愛知県吹奏楽コンクール東三河地区大会 (アイプラザ豊橋) ７月２５日（木）    金賞  

・中部日本吹奏楽コンクール県大会  

(刈谷市総合文化センターアイリス) ７月３０日（火）             金賞  

・愛知県吹奏楽コンクール県大会 (豊田市民文化会館) ８月３日（土）      銀賞 

 

○新聞文芸部 

・令和元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 第二席 「イナカプレス第一三六号」 

詩部門 第三席 二年中村明日香 

 

○卓球部 

・平成３１年度国民体育大会卓球競技愛知県一次予選 

〈女子〉 ６月２９日（土）シングルス  

大久保紗綺 ベスト６４ 上村彩奈 ２回戦進出   小久保茅華 ２回戦進出 

・第５５回全三河卓球選手権大会 

〈女子〉 ７月１５日（月）シングルス 大久保紗綺 ベスト８ 

・第７１回中部日本卓球選手権大会 

〈女子〉 ７月２１日（日）・２２日（月）シングルス 大久保紗綺      ２回戦進出 

・令和元年度愛知県公立高等学校商業科体育大会  ７月２９日（月） 

〈男子〉 学校対抗 １回戦 成章 １－３ 鶴城丘 

〈女子〉 学校対抗 ２回戦 成章 ３－０ 津島北 ３回戦 成章 ３－１ 愛知商業Ｂ 

           ４回戦 成章 ２－３ 東海商業Ａ            ベスト８ 

・令和元年度東三河地区高等学校卓球選手権大会 ８月８日（木）８月９日（金）                   

〈男子〉 学校対抗  予選リーグ① 成章 ３－０ 御津 予選リーグ② 成章 ３－０ 蒲郡東 

            準々決勝   成章 ０－３ 時習館          ベスト８ 

〈女子〉  シングルス  上村彩奈                  優勝 

 学校対抗  予選リーグ① 成章 ３－０ 小坂井 予選リーグ② 成章 ３－０ 豊丘 

            予選リーグ③ 成章 ３－０ 国府  準決勝    成章 ３－１ 豊川 

            決勝     成章 ３－１ 福江         優勝 

・第８４回愛知県高等学校卓球リーグ ８月２２日（木） 

学校対抗 女子４部 成章 ２－３ 岡崎商業  成章 ３－０ 緑 

            成章 ０－３ 誠信    成章 ３－０ 豊川    ３位（４部残留） 

・令和元年度愛知県高等学校新人体育大会卓球競技東三河支部予選会  １１月２日（土） 

〈男子〉学校対抗 予選リーグ①成章 ２－３ 福江   予選リーグ②成章 ０－３ 時習館   

〈女子〉学校対抗 予選リーグ①成章 ３－１ 豊橋商業 予選リーグ②成章 ３－０ 豊橋東 

          予選リーグ③成章 ３－０ 新城東   準決勝  成章 ３－０ 豊橋南 

          決勝    成章 ３－１ 豊丘          優勝（県大会進出） 
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○ソフトテニス部 

〈男子〉 

・国民体育大会ソフトテニス競技少年の部東三河予選会（７／６） 

男子個人 第３位 鈴木・鈴木組（渥美農業高校と合同ペア）【県大会進出】 

・全三河高等学校ソフトテニス競技東三河予選会（７／１３，１５） 

男子団体 第２位【本戦出場】 

   予選リーグ 成章３－０豊丘   成章３－０福江 

成章２－１豊橋東  成章３－０豊橋商業 

   １位リーグ 成章０－３豊川   成章１－２渥美農業  成章２－１豊橋中央 

・国民体育大会ソフトテニス競技少年の部県大会（８／３） 

男子個人 出場 鈴木・鈴木組（渥美農業高校と合同ペア） 

・第３７回愛知県高等学校商業科体育大会ソフトテニス競技（７／３１，８／１） 

男子団体 第２位（A チーム） 

   予選リーグ    成章３－０木曽川 C 成章３－０国府 B 成章３－０春日井商業 A 

   決勝トーナメント 成章２－１新城 A  成章２－１松平 A 成章０－２杏和 A 

男子個人 ベスト８ 浪崎・彦坂組 

・高等学校ソフトテニス蒲郡選手権大会（８／16） 

男子個人 台風による大会中止 

・全三河高等学校ソフトテニス競技（８／20） 

男子団体 予選リーグ敗退 成章０－３豊田北  成章２－１国府  成章１－２岡崎  

・高等学校ソフトテニス豊橋選手権大会（８／25） 

男子個人 第５位 浪崎・彦坂組 

・令和元年度新人体育大会ソフトテニス競技東三河予選（９／14，15,16） 

男子個人 第９位 浪崎・彦坂組 【県大会出場】 

男子団体  第４位 【県大会出場】 

予選リーグ 成章３－０新城東作手 成章３－０豊橋商業  

成章３－０蒲郡 成章１－２豊川工業 

決勝リーグ 成章３－０豊橋中央 成章３－０豊橋東 成章１－２渥美農業 

          成章０－３豊川 成章２－１国府 

・令和元年度新人体育大会ソフトテニス競技県大会（10／27,11／2） 

男子個人 出場 浪崎・彦坂組   男子団体 出場 成章 － 横須賀   県大会出場 

〈女子〉 

・全三河高等学校ソフトテニス競技東三河予選会（７／１３，１５） 

女子団体 第６位【本戦出場】 

   予選リーグ 成章３－０国府   成章２－１宝陵 成章２－１豊橋西  成章１－２豊橋商業 

   ２位リーグ 成章３－０豊丘   成章２－１蒲郡 成章１－２豊橋東 

・第３７回愛知県高等学校商業科体育大会ソフトテニス競技（8／6，7） 

女子団体 ベスト１６ 

   予選リーグ    成章２－１豊田東 B 成章３－０中川商業 A 

   決勝トーナメント 成章０－２名古屋商業 A 

女子個人 ベスト３２ １ペア 

・全三河高等学校ソフトテニス競技（8／20） 

女子団体      成章０－３豊田大谷  成章３－０時習館  成章３－０豊田西 

・高等学校ソフトテニス豊橋選手権大会（8／25） 

女子個人 ベスト１６ １ペア 

・令和元年度新人体育大会ソフトテニス競技東三河予選（9／14，15，16） 

女子団体  第５位 【県大会出場】 

予選リーグ 成章３－０藤ノ花田口 成章３－０渥美農業 成章３－０新城東 成章１－２豊川 

決勝リーグ 成章０－３豊橋商業 成章３－０蒲郡東 成章０－３豊橋中央 

         成章３－０蒲郡 成章１－２豊橋東 成章２－１時習館 

女子個人 ベスト３２ １ペア 
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・令和元年度新人体育大会ソフトテニス競技県大会（11／２） 

女子団体 出場 成章０－３菊華 

・令和元年度東三河高等学校ソフトテニス競技学年別大会（１１／４） 

女子個人１年の部 第５位 本多・樅山 

 

○バドミントン部 

〈男子〉 

・令和元年度 第２８回 東三河バドミントン選手権大会 

  ８／７   ダブルス   ベスト８  小久保・畠山組、青木・宮川組 

               ベスト１６ 松井・鈴木幸組 

               ３回戦   伊藤・柴田組、山内・中田組、井上・内海組 

               ２回戦   坂神・石橋組、鈴木悠・山本敬組、平田・山本悠組 

               出 場   山田・小山組、金子・亀田組、清田・土井組 

８／８、９ シングルス  ベスト８  小久保颯汰 

             ベスト１６ 畠山祥弥、宮川義矢、山内啓叶、松井悠史 

             ４回戦  中田稜也、柴田亮我 

             ３回戦  青木皓平、伊藤駿介、内海晃瑠、山田大輔 

             ２回戦  鈴木幸樹、小山真生、清田桜侍、土井暁文、山本悠人、 

                  坂神裕太郎、山本敬太、鈴木悠斗 

             出 場  井上元貴、亀田莉空、金子 新、平田智哉 

・令和元年度 愛知県公立高等学校商業科体育大会 

  ８／１７  団体戦   優 勝 Ａチーム（神谷・辻・松浦・小久保・畠山・鈴木幸） 

              第２位 Ｂチーム（山内・中田・青木・宮川・柴田・伊藤・松井） 

８／１８  ダブルス   優 勝  神谷・松浦組 

             ４回戦  小久保・山内組、中田・柴田組 

             ３回戦  松井・鈴木幸組 

             ２回戦  井上・内海組、清田・土井組 

             出 場  山田・小山組、坂神・石橋組 

シングルス  優 勝  畠山祥弥 

       第３位  辻 翔真 

       ４回戦  宮川義矢 

       ２回戦  青木皓平、亀田莉空 

       出 場  伊藤駿介、金子 新、平田智哉 

・令和元年度 愛知県高等学校新人体育大会 三河支部予選 

 ９／１４  団体戦   

        １回戦  本校 ３－０ 小坂井   ２回戦  本校 ３－０ 刈谷 

        ３回戦  本校 ０―３ 豊川               ベスト８ 

９／１６  ダブルス  ベスト１６  小久保・畠山組 （県大会出場） 

            ５回戦    青木・宮川組 

            ４回戦    山内・中田組、柴田・伊藤組 

            ３回戦    松井・鈴木幸組、井上・内海組、清田・金子組 

            ２回戦    山本敬・坂神組、亀田・山田組、山本悠・鈴木悠組 

            出 場    土井・小山組、平田・石橋組 

９／２２、２３ シングルス    

            ５回戦（ベスト３２） 小久保颯汰、畠山祥弥、松井悠史 

            ４回戦    宮川義矢、中田稜也 

            ３回戦    山内啓叶、柴田亮我 

            ２回戦    青木皓平、伊藤駿介、内海晃瑠、井上元貴、 

亀田莉空、清田桜侍 

             出 場    鈴木幸樹、金子 新、平田智哉 
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・令和元年度 愛知県高等学校新人体育大会 

１１／４  ダブルス  ２回戦   小久保・畠山組 

〈女子〉 

・第 28 回東三河バドミントン選手権大会 

  ８／７ ダブルス 準優勝  河合・鈴木す 

    ベスト８ 松下・鈴木あ、深見・髙𣘺、神谷・楠 

    ベスト１６ 鈴木愛・三竹 

    ３回戦出場 八木・鈴木薫 

    ２回戦出場 太田有・筒井、本田・横田、太田梨・竹本、 

高橋・佐藤、我妻・久保田 

８／８、９ シングルス 準優勝  河合陽菜 

    ベスト４ 鈴木すみれ 

    ベスト８ 松下香奈 

    ベスト１６ 鈴木あやみ、神谷美結 

    ４回戦出場 鈴木愛彩、太田有紀、深見梨子、鈴木薫乃 

    ３回戦出場 髙𣘺衣里奈、 

２回戦出場 三竹佐采、我妻美咲、横田真尋、佐藤亜耶、 

  久保田美羽、楠真緒 

    出場  筒井七海、本田楓華、太田梨乃、高橋聖羅、 

竹本真菜 

・令和元年度愛知県公立高等学校商業科体育大会 

  ８／１７ 団体戦 A  優勝 (杉原彩・杉原楓・河合・鈴木す・松下・鈴木あ・神谷)   

  団体戦 B  準優勝 (深見・八木・髙𣘺・鈴木愛・三竹・太田・筒井) 

８／１８ ダブルス 優勝  河合・鈴木す 

    ベスト４ 杉原楓・鈴木あ 

    ベスト８ 松下・神谷、八木・鈴木薫 

  シングルス ベスト４ 杉原彩花 

・令和元年度愛知県高等学校新人体育大会三河支部予選会 

  ９／１４(土)  団体 第３位（河合、鈴木す、松下、鈴木あ、鈴木愛、三竹、神谷） 県大会出場 

   １回戦 本校  －棄権 新城東作手   ２回戦 本校 ３－０ 岩津 

３回戦 本校 ３－０  猿投農林    準決勝 本校 ０－３ 岡崎城西 

３位決定戦 本校 ３－１ 豊橋南 

  ９／１５(日)、９／２１(土) ダブルス 

   第３位  河合・鈴木す          県大会出場 

   ベスト１６ 松下・鈴木あ、神谷・楠  県大会出場 

   ベスト３２ 鈴木愛・三竹 

   ４回戦進出 八木・鈴木薫、深見・髙橋、本田・横田 

   ３回戦進出 太田有・筒井 

   ２回戦進出 佐藤・高橋、竹本・太田梨 

  ９／２１(土)、９／２３（月） シングルス 

   ベスト１６ 河合陽菜、鈴木すみれ   県大会出場 

   ベスト３２ 松下香奈、鈴木あやみ、神谷美結 

   ベスト６４ 八木裕菜、筒井七海、深見梨子、鈴木薫乃 

   ３回戦進出 三竹佐采、鈴木愛彩、太田有紀、楠真緒 

   ２回戦進出 久保田美羽、髙橋衣里奈 

   出場  本田楓華、 

・令和元年度愛知県高等学校新人体育大会 県大会 

団体戦  １回戦  本校３－０小牧  ２回戦  本校０－３名経大市邨  ベスト８ 

ダブルス     ベスト１６   河合陽菜・鈴木すみれ 

   ２回戦出場 松下香奈・鈴木あやみ 

   出場  神谷美結・楠真緒 
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シングル  出場  河合陽菜、鈴木 

 

○バレーボール部 

＜男子＞ 

令和年度愛知県公立高等学校商業科体育大会 バレーボール競技（7 月 6 日） 

 １回戦 成章 ２５―１５ ２８－３０ １７－１５ 木曽川 

 準決勝 成章 ２５－１７ ２５－１５ 国府 

  決勝 成章 ２５－２２ ２６－２４ 鶴城丘         優勝 

 

令和元年度愛知県高等学校バレーボール選手権大会東三河支部予選会（7 月 13 日、14 日） 

 １回戦 成章 ２５－１５ ２５－１８ 時習館 

 ２回戦 成章 ２５－１９ ２５－２１ 豊丘 

 準決勝 成章 ２５－２０ ２５－１５ 豊川 

  決勝 成章 １６－２５ １３－２５ 豊橋中央       ２位（県大会進出） 

 

令和元年度愛知県高等学校バレーボール選手権大会（8月 6日） 

 １回戦 成章 ２５－１３ ２６－２４ 旭丘 

 ２回戦 成章 １３－２５ ２７－２９ 星城          県大会ベスト１６ 

 

第７２回全日本バレーボール高等学校選手権大会東三河支部予選会（9 月 28 日、29 日） 

 １回戦    成章 ２５－８  ２３－２５ ２５－１７ 小坂井 

 準決勝    成章 １５－２５ １７－２５       豊川 

 ３位決定戦  成章 ２０－２５ ２５－２０ ２５－１９ 豊川工業 ３位（県大会進出） 

 

第７２回全日本バレーボール高等学校選手権大会愛知県予選会（11月 9日） 

 １回戦 成章 ２５－８ ２５－７ 東邦 

 ２回戦 成章 １９－２５ ２０－２５ 豊川          県大会ベスト１６ 

＜女子＞ 

令和元年度愛知県公立高等学校商業科体育大会 バレーボール競技  

  ７月６日（土） 

   予選リーグ 成章 ２５－１８ ２５－１９ 南陽 

         成章  ６－２５  ８－２５ 岡崎商業 

         成章 １６－２５ １１－２５ 犬山 

 

令和元年度愛知県高等学校バレーボール選手権大会東三河支部予選会 

  ７月１３日（土） 

    １回戦 成章 ２５－ ９ ２５－１０ 豊橋工業 

    ２回戦 成章 ２０－２５ １５－２５ 桜丘 

 

第７２回全日本バレーボール高等学校選手権大会東三河支部予選会 

  ９月２８日（土） 

    １回戦 成章 ２５－１２ ２５－１０ 豊橋東 

    ２回戦 成章 １９－２５ １１－２５ 豊丘 

 

○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 10/13．14（日・月） 

１次トーナメント 1回戦 成章高校 １１７―１３  内海高校    

            ２回戦 成章高校 ４７ －１３３ 愛知黎明高校 2回戦進出 

○剣道部 

・第７２回愛知県高等学校総合体育大会 出場  

・田原市スポーツフェスティバル（９/２９） 
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 男子 成章Ａ 優勝    女子 河合菜々美 個人優勝   森下優菜 3位 

・第６３回全三河高等学校剣道大会（８/２４） 

 男子 成章３－１豊野 成章３－０豊田 成章２－１刈谷 成章０－５桜丘     ベスト８ 

 女子 成章０－２安城南     

・第５５回東三河剣道大会（９/２２） 

  男子 成章３－０豊橋工業  成章１－３国府 

・令和元年度愛知県高等学校新人体育大会東三河大会 

個人戦（１１/３） 西澤遥  男子 6位 

団体戦（１１/４） 男子 成章１－２国府  成章３－２豊橋中央 

               成章４－１豊橋商業     

・令和元年度愛知県高等学校新人体育大会県大会 

個人戦（１１/１６） 西澤遥（成章） ×－〇 （知立東）  出場 

 

○演劇部 

・第 72回中部日本高校演劇愛知県大会東三河地区の部 

(とよはし芸術劇場ＰＬＡＴ) ７月 24日           優秀賞 

・第 72回中部日本高校演劇愛知県大会 

(とよはし芸術劇場ＰＬＡＴ) 8月 8日            奨励賞 

 

○華道部 

・第 22 回学校華道インターネット花展出展（11 月） 

 


