
平成２５年度 部活動対外試合結果（県大会以上） 
太字は東海大会以上 

 

 

 

 

 

 

【弓道】 

愛知県高等学校総合体育大会  

男子団体 【優勝 インターハイ進出】  

川合修治、河合政志、彦坂健人、川口楓也、中村悠人、渡邊篤、彦坂柾成 

女子団体  出場   

男子個人  出場  川口楓也、河合政志、渡邊篤、小林凌也   

女子個人  出場  彦坂都乃、杉原未於、飛田茜        

東海高等学校総合体育大会 

男子団体  8 位 

川合修治、河合政志、彦坂健人、川口楓也、中村悠人、渡邊篤、彦坂柾成 

全国高等学校総合体育大会 北部九州大会 

 男子団体（川合修二・河合政志・渡邊篤・川口楓也・中村悠人） 

決勝トーナメント 1 回戦  広島工業 17 － 11 成章   ベスト３２    

愛知県選抜弓道大会県大会 

 女子団体 出場  

 女子個人 出場 布藤里奈  

愛知県新人弓道大会県大会 

 男子団体 準優勝  

  (川岸悠馬、原聖貴、小林凌也、井田陸斗、水川優輝、我原真平、吉田悠人) 

 女子団体  出場  

 男子個人  出場 原聖貴、小林凌也  

 女子個人  出場 井上由依、朝倉花苗  

 

【野球】 

第 63 回愛知県高等学校優勝野球大会 

 第 1 試合 成章５－３ 安城学園    第 2 試合 成章 ８－１０ 新川 

第 95 回全国高等学校野球選手権記念愛知大会 

 １回戦 成章 10－3 木曽川  ２回戦 成章 2－1 碧南工業  ３回戦 成章 7－8 豊橋中央 

第 66 回愛知県高等学校野球選手権大会 

１回戦 成章 3－4 至学館 

第 129 回中日旗争奪全三河高校野球大会 

１回戦 成章 4ー0 杜若  準々決勝 成章 6ー2 高浜  準決勝 成章 6ー7 桜丘 

3 位決定戦 成章 4ー5 時習館 

全国大会出場  弓道部・吹奏楽部 

東海大会出場  陸上部・ソフトテニス部・卓球部 



【吹奏楽】 

愛知県吹奏楽コンクール県大会     

Ａ編成の部     金賞（東海大会Ａ編成代表権獲得） 

東海吹奏楽コンクール           

Ａ編成の部     銀賞 

中部日本吹奏楽コンクール愛知県大会    

大編成の部     優秀賞（第一位）  本大会出場権獲得 

第３７回全国高等学校総合文化祭（2013 長崎しおかぜ総文祭） 

平成２５年度愛知県教育文化奨励賞受賞 

第５６回中部日本吹奏楽コンクール本大会 

 高等学校大編成の部  銀賞 

愛知県アンサンブルコンテスト 

 クラリネット八重奏  金賞（増田・中神・河辺・杉原・大野・鈴木・小木曽・有馬） 

 サックス四重奏    金賞（熊崎・小出・安藤・尾崎） 

 金管八重奏      金賞（池堂・柴田・貝瀬・南・清水・平野・本田・大羽） 

愛知県高等学校総合文化祭吹奏楽専門部県大会 特賞 

管楽器個人重奏コンテスト 県大会 

 クラリネット十重奏  金賞（前原・杉原・河邊・大野・平松・鈴木・武藤・乾・小木曽・小林） 

 打楽器六重奏     金賞（柴田・高和・山元・加子・大竹・竹内） 

 ユーフォニァム独奏  金賞（鈴木彩加） 

管楽器個人・重奏コンテスト 本大会 

クラリネット十重奏  銀賞 

打楽器六重奏     銅賞  （ともに演奏者は県大会に同じ） 

 

 

【陸上】 

愛知県高等学校総合体育大会 

男子 三段跳    第６位  森下堅太  14m02  【東海大会進出】 

   400M     第 7 位  カマルゴ・マリオ  49.90 秒 

    4×400mR  第 8 位   ｶﾏﾙｺﾞﾏﾘｵ 小川巧 鈴木淳生 鈴木健司  3 分 20 秒 72 

東海陸上競技選手権大会  

    4×400mR  第７位   冨田啓介 ｶﾏﾙｺﾞﾏﾘｵ 鈴木宏輔 山田大貴 (予選 伊藤陽平) 

                                               予選 3 分 21 秒 72   決勝 3 分 24 秒 42 

愛知県高等学校新人陸上競技大会 

 4×400mR 第 5 位 3 分 22 秒 11  冨田啓介 鈴木宏輔 伊藤陽平 森下堅太 

三段跳 第 4 位 14m17  森下堅太 

走幅跳 第 6 位 6m76  森下賢太 

800m     第 8 位 2 分 26 秒 77 (予選 2 分 20 秒 67)  大橋知佳 

東海高等学校新人陸上競技選手権大会 

 4×400mR 第７位 予選 3 分 24 秒 07  決勝 3 分 28 秒 61  冨田啓介 鈴木宏輔 山田大貴 伊藤陽平 

 

 



【ソフトテニス】 

愛知県高等学校総合体育大会 県大会 

 男子団体  ベスト８ 

  1 回戦 成章 ②－１ 昭和  2 回戦 成章 ②－０ 千種  3 回戦 ０－② 大同大大同 

男子個人  出場 永峯翔・山下組、中神・永峯康組 

女子団体  ベスト８ 

  1 回戦 成章 ②－１ 岡崎商業  2 回戦 成章 ②－０ 豊橋商業  3 回戦 成章 １－② 星城 

 女子個人  ３回戦敗退 佐藤・加藤組 

２回戦敗退 眞木・大羽組，太田・小林組，柴田・荒木組 

国民体育大会ソフトテニス選手選考会兼愛知県総合選手権予選 

男子個人  ３回戦敗退 永峯・鈴木隆組  ２回戦敗退 前澤・河合組、駒井・尾川組 

 女子個人  第３位 佐藤彩・加藤組 

平成２５年度愛知県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技 

 男子団体  ベスト８ 【愛知県高等学校選抜ソフトテニス大会進出】 

1 回戦 成章 ③－０ 一宮  2 回戦 成章 ②－１東邦  3 回戦 成章 ０－② 豊川 

女子団体  ２回戦敗退 

1 回戦 成章 ③－０岡崎  2 回戦 成章 1－② 千種 

 男子個人  ベスト１６ 永峯・鈴木組【ハイスクールジャパンカップ進出】 

       ２回戦敗退 前澤・増田組 

女子個人  第５位 柴田・佐藤栞組【東海大会進出】 

       第９位 佐藤彩・加藤組  ２回戦進出 河合香・小林組，河辺・富田組 

第 35 回愛知県高等学校選抜ソフトテニス大会 兼東海高校選抜予選 

男子団体 予選リーグ第 3 位（1 勝 2 敗） 

本校 1－② 大同大大同  本校 1－② 松平  本校 1－② 松平  本校 ③－0 松蔭 

ハイスクールジャパンカップ２０１４愛知県予選会 

 男子個人 永峯・鈴木隆組  予選リーグ２勝１敗  決勝トーナメント ２－④ 岡崎城西 

女子個人 佐藤彩・加藤組  予選リーグ２勝１敗  決勝トーナメント ０―④ 岡崎城西 

      柴田・佐藤栞組  予選リーグ１勝２敗 

第 44 回東海高等学校選抜ソフトテニス大会 

女子個人 柴田・佐藤栞組 ０―④ 三重 

 

 

【剣道】 

愛知県高等学校総合体育大会 

女子団体  予選リーグ敗退   

新人体育大会県大会 

 男子個人 二回戦進出 安井慎平 

 男子団体 1 次リーグ敗退 

   1 次リーグ １回戦 成章０－３星城   ２回戦 成章１－２一宮南 

 

 

 



【卓球】 

愛知県高等学校総合体育大会 

 男子学校対抗   １回戦 成章３―０天白   ２回戦 成章０―３愛工大名電 

 女子学校対抗   １回戦 成章１―３武豊 

 男子ダブルス   １回戦 大羽・横田 

 女子ダブルス   １回戦 鈴木・髙橋 

男子シングルス  ベスト３２  横田充洋    ２回戦進出  鵜飼樹人 

 女子シングルス  ２回戦進出  福井理央   1 回戦  髙橋沙織、鈴木彩佳 

第 53 回東海卓球選手権大会 

 ジュニア男子シングルス二回戦 鵜飼樹人２－３（岐阜・大垣工業） 

愛知県高等学校新人体育大会 

 女子 一回戦 成章３－２新川 二回戦 成章０－３栄徳 

全国高等学校選抜卓球大会個人戦愛知県予選会 

 男子シングルス ベスト１６ 鵜飼樹人 

 

 

【バドミントン】 

愛知県高等学校総合体育大会 

女子学校対抗  【ベスト８】 1 回戦 成章 ３－０ 清林館  2 回戦 成章 ０－３名経大市邨 

女子ダブルス  2 回戦進出  大須賀・武藤組     出場  横田・金子組 

新人体育大会県大会 

 女子団体   出 場   成章 ０－３ 名経大市邨 

 男子ダブルス 出 場   藤井・鈴木拓組、宮川・鈴木組 

女子ダブルス 2 回戦進出 山上・楠瀬組、河合由・冨田葵組、大須賀・冨田組、大竹・石田組 

出 場   中尾・渥美組 

愛知県学年別バドミントン大会 

 １年男子ダブルス ベスト８  鈴木瞭・宮川組 

 ２年男子ダブルス ベスト３２ 藤井・鈴木拓組 

 １年男子シングルス ベスト３２ 鈴木瞭太  ベスト６４ 宮川雅也、浜野駿介、横田一馬 

２年男子シングルス ベスト６４ 藤井大樹、小栗友太朗 

 １年女子ダブルス ベスト１６ 大須賀・冨田優組、大竹・石田組 

            ベスト３２ 岡本・中村組、小久保・中神組 

 ２年女子ダブルス   ベスト１６ 山上・楠瀬組  ベスト３２ 中尾・渥美組 

 １年女子シングルス  ベスト３２ 冨田優美、大須賀咲歩  ベスト６４ 牧野朋世 

２年女子シングルス  ベスト３２ 楠瀬萌  ベスト６４ 山上智美、中尾真理子、冨田葵 

 

 

 

【バレーボール】 

愛知県高等学校総合体育大会 

男子 【ベスト８】  1 回戦 成章 ２－０ 半田  2 回戦 成章０－２大同 

 



【ソフトボール】 

愛知県高等学校総合体育大会 

1 回戦 成章 ０－３ 誉 

愛知県高等学校新人体育大会女子ソフトボール競技大会 

 １回戦 成章 0－2 安城学園 

 

 

【パソコン】 

愛知県高等学校商業実務総合競技大会   「情報処理 B」 

団体 ７位（１８校出場）   個人 優勝 黒田和秀 

第１３回日本情報オリンピック   

 ランクＡ   黒田和秀 （全国大会出場） 

 

 

【演劇】 

中部日本高等学校演劇愛知県大会  奨励賞  「和志の家族」 

 

 


