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令和元年度３学期部活動結果報告（１１～２月） 

令和元年２月現在 

太字は県大会以上 

○陸上部 

・全三河駅伝 1/12（蒲郡浜町駅伝コース） 

〔男子〕25.0km   22位(32 ﾁｰﾑ中) 金稜哲 兵藤心音 天野颯真 斎藤運 天野慶 

〔女子〕12.0km  8位(27 ﾁｰﾑ中)  成章・渥農・豊橋西合同チーム 1区山本陽菜 5区前田真優 

・一色マラソン大会 1/26（西尾市一色町） 

〔高校男子 10kmの部〕岡本洋大 4位 金稜哲 9位 乃一徹 11位 天野颯真 12位 斎藤運 13位 

〔一般女子 10kmの部〕山本陽菜 4位 〔高校女子 5kmの部〕鈴木いなふ 23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（木） 

金管八重奏   金賞    県大会進出 

フルート三重奏 銀賞    サクソフォン四重奏  金賞  バリ・テューバ五重奏 金賞  

・朝日アンサンブルコンテスト愛知県大会（尾張旭市文化会館）１月２６日 

金管八重奏   銅賞 

 

○卓球部 

・令和元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 １１月２３日（土） 

〈女子〉 学校対抗 １回戦 成章 ３－１ 一宮    

２回戦 成章 １－３ 刈谷         ベスト１６ 

・第７４回三遠卓球優勝大会 

〈女子〉１２月１４日（土）小久保・大久保組            ベスト４ 

・第４２回田原市オープン卓球大会 

〈女子〉１２月１５日（日）上村彩奈                  優勝 

・令和元年度全国高等学校選抜卓球大会愛知県予選会 

〈女子〉１月１３日（月）上村彩奈                ベスト３２ 

 

○バドミントン部 

〈男子〉・令和元年度 第５５回愛知県高等学校学年別大会 

     ２年生  ダブルス ベスト８ 小久保・畠山組  ４回戦 伊藤・柴田組 

                ３回戦  青木・宮川組   ２回戦 中田・山内組 

                出 場  井上・内海組 

          シングルス ４回戦（ベスト３２）畠山 祥弥   ３回戦 小久保 颯汰 

               ２回戦 宮川 義矢、中田 稜也 

      １年生  ダブルス   ５回戦 松井・鈴木幸組 

                 ４回戦 金子・清田組、亀田・山田組 

                 ３回戦 平田・石橋組 

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

          シングルス  ５回戦（ベスト３２）松井 悠史 

                 ２回戦 鈴木 幸樹、金子 新、清田 桜侍 
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〈女子〉 

・令和元年第 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 ベスト４  河合・鈴木す   ベスト１６ 松下・鈴木あ 

   ２回戦進出 八木・高橋、三竹・筒井、太田・深見 

２年女子 シングル ベスト１６ 河合陽菜     ベスト３２ 鈴木すみれ 

   ４回戦進出 鈴木あやみ、松下香奈 

   ３回戦進出 深見梨子     ２回戦進出 太田有紀 

１年女子 ダブルス ベスト３２ 神谷・鈴木薫   ３回戦進出 楠・本田 

   出場  横田・久保田、佐藤・竹本、高橋・我妻 

１年女子 シングル ベスト３２ 神谷美結     ４回戦進出 鈴木薫乃 

   ３回戦進出 楠真緒      出場    太田梨乃 

 

○バレーボール部 

＜男子＞ 

・令和元年度東三河高等学校バレーボール選手権大会  （１２月１４、１５日） 

  予選リーグ 成章 ２５－５  ２５－４  蒲郡 

        成章 ２５－１０ ２５－１３ 国府 

        成章 ２２－２５ ２３－２５ 豊橋中央 B 

  決勝トーナメント 成章 １８－２５ ３０－３２ 豊川 

  ３位決定戦    成章 ２５－１６ ２５－２２ 時習館    ３位 全三河進出決定  

・令和元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１１、１２日） 

  ２回戦 成章 ２５－１９ ２５－１８ 豊橋工業 

  準決勝 成章 ２５－４  ２５－１０ 桜丘 

   決勝 成章 ２１－２５ ２５－１９ ２５－２０ 豊川         優勝 県大会進出 

・第４３回全三河高校東西対抗バレーボール大会（１月２５日） 

  １回戦 成章 ２５－２０ ２５－１９ 岡崎 

  ２回戦 成章 ２５－１７ ２５－２２ 愛産大三河 

 準決勝 成章 １９－２５ ２５－２２ １３－１５ 豊橋中央       ３位 

 

＜女子＞ 

令和元年度東三河高等学校バレーボール選手権大会 

  １２月１４日（土） 

    予選リーグ 成章Ａ １５－２５ １６－２５ 豊橋商業 

          成章Ａ ２５－ ６ ２５－ ８ 国府Ａ 

          成章Ａ ２５－１７ ２５－ ７ 蒲郡 

          成章Ｂ ２５－１５ ２５－２３ 新城 

          成章Ｂ １２－２５ １２－２５ 桜丘 

          成章Ｂ １５－２５  ９－２５ 時習館 

  １２月１５日（日） 

    ２位トーナメント 

     １回戦 成章 ２５－１７ ２５－２２ 新城東・新城有教館 

     準決勝 成章 ２５－１４ ２５－１４ 豊橋西 

      決勝 成章 ２５－１９ ２５－２２ 桜丘 
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○バスケットボール部 

・第１４回 商業科大会 男子バスケットボール競技１２月１４、１５日 

  １回戦 成章高校 ５８－３５ 南陽高校  ２回戦 成章高校 ６３－２８ 緑丘高校 

  準決勝 成章高校 ５５－７９ 東海商業高校           規定により３位 

・令和元年度 愛知県高等学校新人体育大会バスケットボール競技 東三河予選会 １月１１日（土） 

   成章高校 ４９－９２ 国府高校 

 

○剣道部 

ＢＨＫ杯  男子 3位    女子 出場 

 

○写真部 

・令和元年度愛知県高等学校文化連盟写真専門部東三河支部「第３２回高校生の写真展」１２月６日 

   奨励賞「タイムトラベラー」 山下 スエラ 

・令和元年度愛知県高等学校文化連盟写真専門部「第 34回高校生の写真展」１月１４日 

   奨励賞「タイムトラベラー」 山下 スエラ 

令和２年度アートフェスタ愛知県高等学校総合文化祭へ出展決定 

 

○弓道部 

 ・愛知県高等学校新人体育大会弓道競技東三河支部予選 ２月１日 

男子団体 出場 

女子団体 第３位 成章Ｂ（市川・中村・亀井・髙橋・古井）    県大会進出 

男子個人 河邉                         県大会進出 

女子個人 第５位 中村 汐里                  県大会進出 

 


