
平成 26 年度 部活動対外試合結果（４月～） 
太字は県大会以上 

全国大会結果 

弓道部 

全国高等学校総合体育大会弓道競技 東京武道館大武道場 

 女子団体 第４位 (石川遥菜、井上由依、清田安里、葉山真伊、井村梓乃、杉原未於) 

          予選     １１中/２０射  予選通過 

 決勝トーナメント １ 回 戦     成章 15  ―  9    城ノ内高校（徳島） 

          ２ 回 戦      成章 16  ―  12   豊見城高校（沖縄） 

          準々決勝    成章 16  ―  14   桂高校（京都） 

          準  決  勝    成章 13(1) ― 13(3) 三本松高校（香川） 

          ３位決定戦    成章  4  ―  7   広島皆実高校（広島） 

 

吹奏楽 

第 16 回全国高等学校吹奏楽大会 in 横浜   実行委員長賞 

 

東海大会結果 
陸上 

  男子 走幅跳 森下堅太 記録 ６ｍ７１  予選通過ならず 

 三段跳 森下堅太 記録１４ｍ１９  予選通過ならず 

 

弓道 

第 61 回東海高等学校総合体育大会  

 女子団体 ベスト８ 

(石川遥菜、井上由依、河合千紘、髙木智香、杉原未於、河合沙耶、宮本佳奈) 

 

吹奏楽 

第 69 回東海吹奏楽コンクールＡ編成の部 銀賞 

 

ソフトテニス 

第 61 回東海高校総合体育大会 

 女子個人  ２回戦進出 柴田・佐藤栞組 ④－３ 三重 

                     ２―④ 岐阜総合 

 

 



（総体結果・その他県大会） 

弓道 

第 68 回愛知県高等学校総合体育大会 

 男子団体 予選通過ならず 

 女子団体 優勝【インターハイ・東海大会進出】 

(石川遥菜 井上由依 清田安里 葉山真伊 井村梓乃 河合千紘 杉原未於)                                       

 男子個人 予選通過ならず 

 女子個人 予選通過ならず 

愛知県高等学校選抜弓道大会 

 男子団体  予選敗退(渡邉啓介、水川優輝、柴田宏祥、長田陸) 

 女子団体 予選敗退（松井香奈、田中結子、彦坂侑奈、葉山真伊） 

 男女個人 本田友音、大場達也、松井香奈、金田恵奈、葉山真伊、渡邉岬、渡會あかね、伊藤沙那  

予選敗退 

 

陸上 

第 68 回愛知県高等学校総合体育大会 

  男子 走幅跳 ６位 森下堅太 記録 ６ｍ８８               【東海大会進出】 

 三段跳 ４位 森下堅太 記録１４ｍ２６               【東海大会進出】 

平成２６年度愛知県高等学校駅伝競走大会 

男子 26 位（真野陽太 久保田翔 鈴木聖武 榛葉和也 桑原康輔 葉山真 西山皓基）2 時間 23 分 27 秒 

女子 25 位（大橋知佳 本多乃野歩 杉原那奈 鈴木麻央 川口紅映）1 時間 22 分 57 秒 

 

ソフトテニス 

第 68 回愛知県高等学校総合体育大会 

男子団体  ベスト８  １回戦 本校 ③－０ 昭和  ２回戦 本校 ③－０名古屋大谷 

            ３回戦 本校 １－② 豊川 

女子団体  ２回戦進出 １回戦 本校 ③－０ 豊田東  ２回戦 本校 ０－③ 菊華 

 男子個人  ３回戦進出 前澤・尾川組   

出   場 永峯・鈴木隆組、駒井・鈴木郁組、増田・河合組 

 女子個人  ３回戦進出 柴田・佐藤栞組               【推薦で東海大会進出】 

２回戦進出 中神・太田組、佐藤宏・河合七組 

       出   場 佐藤彩・加藤組、河合香・小林組 

 

バドミントン 

第 68 回愛知県高等学校総合体育大会 

 男子団体    出場 本校 ０－３ 星城 

男子ダブルス  ２回戦進出  小栗・鈴木瞭組   出場  藤井・宮川組、山本・多田組 

女子ダブルス  ２回戦進出  冨田優・大須賀組   

出場  山上・楠瀬組、冨田葵・河合組、大竹・石田組 

第 66 回愛知県総合バドミントン選手権大会予選（県大会） 



 

女子ダブルス  2 回戦進出 山上・楠瀬組、大竹・石田組 

        出場 中尾・河合組、冨田・大須賀組、眞木・牧野組、中村・岡本組 

第 125 回中日楯争奪平成 26 年度秋季愛知県新人バドミントン大会 

女子ダブルス   2 回戦進出 冨田・大須賀組、中村･牧野組、眞木･大竹組、岡本・石田組、 

中神・小久保組、石河・横田組 

女子シングルス  ベスト 8  石河優希  3 回戦進出 冨田優美、岡本梨沙 

 

バレーボール 

第 68 回愛知県高等学校総合体育大会 

女子 １回戦 本校 ２－０ 江南  ２回戦 本校 ０－２ 愛知淑徳 

全日本バレーボール高等学校選手権大会 県大会 

  男子 ベスト８ １回戦 成章 ２－０ 長久手   ２回戦 成章 ２－１ 名城大附属 

          準々決勝 成章 ０－２ 星城 

女子 １回戦 成章 ０－２ 中京大中京 

 

卓球 

第 68 回愛知県高等学校総合体育大会 

女子ダブルス   一回戦 影山･福井１－３（修文女子） 

男子シングルス  一回戦 鵜飼１－３（岡崎城西） 

女子シングルス  一回戦 福井０－３(愛み大瑞穂)、楠３－１（小牧南）、影山１－３(安城学園) 

         二回戦 楠０－３（鶴城丘） 

 

野球 

第 64 回愛知県高等学校優勝野球大会 

ベスト８ 2 回戦 本校 ８－３ 小牧  3 回戦 本校 ３－１安城学園  4 回戦 本校 １－２ 岩津 

第 130 回中日旗争奪全三河高校野球大会 

１回戦 本校 ４－２ 豊田西  ２回戦 本校 ４－５ 国府 

第 96 回全国高等学校野球選手権愛知大会 

ベスト 16  3 回戦 本校 8－1 小坂井  4 回戦 本校 10－3 東浦  5 回戦 本校 0－2 春日丘 

第 67 回愛知県高等学校野球選手権大会 

一回戦 本校 1―5 星城 

 

バスケットボール 

第 68 回愛知県高等学校総合体育大会 

1 回戦 本校 １０５ － ６２ 豊橋商業   2 回戦 本校 ３７ － ５２ 時習館 

 

ソフトボール 

第 68 回愛知県高等学校総合体育大会 

１回戦 本校 ３－０ 瑞陵  ２回戦 本校 ０－３ 東海学園 



 

剣道 

第 68 回愛知県高等学校総合体育大会 東三河予選 

 男子団体 2 次リーグ敗退     女子団体 1 次リーグ敗退 

男子個人 ベスト 16 安井慎平 前田晃 一回戦敗退 田中慎一 

 女子個人 ベスト 16 大澤葵      二回戦敗退 渡會千愛 

第３７回かきつばた杯女子剣道大会 

１回戦敗退 対 刈谷北 

 

柔道 

第 68 回愛知県高等学校総合体育大会 

73kg 級  2 回戦進出 片桐達也   出場 鈴木涼平 

66kg 級  2 回戦進出 岸上歩森 

60kg 級  出   場 鈴木理弓 

 

吹奏楽 

中部日本吹奏楽コンクール県大会  金賞 

愛知県吹奏楽コンクール県大会   金賞 

愛知県吹奏楽コンクール県代表選考会  東海Ａ編成代表選出 

 

美術部 

平成 26 年度アートフェスタ・愛知県高等学校総合文化祭 展示部門（美術・工芸） 

 河合喜伸 「最後の制服」 

 八木佐織 「赤色少女」 

 

パソコン部 

第 26 回全国高等学校情報処理競技大会愛知県予選会 

佳良  黒田和秀 

第５９回愛知県高等学校商業実務競技大会 情報処理 B の部 

 団体 準優勝 

 個人 ４位 清田直希、 佳良 森下晃也     

 

演劇 

第 67 回中部日本高等学校演劇愛知県大会 東三地区の部  出場 

 

茶華道部 

Ikenobo 花の甲子園 2014 東海地区大会出場  のぞみ賞 

第１７回学校華道インターネット花展 出品 

 


