
平成２７年度対外試合結果（４月～６月） 

太字は県大会以上 

全国総合文化祭出品決定 

美術部 

「雫」 

河合喜伸・齋藤亘 
 

ソフトテニス部 

第６９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 

男子団体 第２位【県大会進出】 

  予選リーグ 成章３－０田口 成章３－０福江 成章３－０蒲郡東 成章３－０豊橋西 

  決勝リーグ 成章３－０豊川工業 成章３－０新城東 成章３－０国府 成章２－１豊橋中央 

        成章０－３豊川   

女子団体 第４位【県大会進出】 

予選リーグ 成章３－０蒲郡東  成章３－０新城東  成章２－１新城  成章３－０ 豊橋東 

決勝リーグ 成章３－０時習館  成章１－２豊橋商業  成章３－０国府 

        成章１－２豊川   成章２－１田口    成章１－２渥美農業 

男子個人 ３位 前澤・尾川組    第５位 増田・河邉組【県大会進出】 

女子個人 優勝 佐藤宏・佐藤栞組  第５位 太田・大谷組【県大会進出】 

第６９回愛知県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技県予選 

男子団体 ベスト８ 

   一回戦 成章３—０桜台 二回戦 成章３－０津島北 三回戦 成章 １—２ 豊川 

男子個人 ベスト３２ 前澤・尾川 県大会進出 増田・河邉 

女子団体 ベスト８ 

   一回戦 成章３—０昭和 二回戦 成章２－０三好 三回戦 成章 １—２ 岡崎城西 

女子個人 ベスト３２ 太田・大谷 県大会進出 佐藤宏・佐藤栞 

 

柔道部 

第 69 回 愛知県高校総体柔道競技 女子個人 

 57 ㎏級 神谷奈々 ２回戦敗退  

第 69 回 愛知県高校総体柔道競技 男子個人 

 60 ㎏級 鈴木理弓 ４回戦敗退     66 ㎏級 岸上歩森 ２回戦敗退 

73 ㎏級 鈴木涼平 １回戦敗退 



バドミントン部 

第６９回愛知県高等学校総合体育大会 三河支部予選 

 男子団体 第２位 【県大会進出】 

２回戦 本校３－０豊川工業   ３回戦 本校３－２豊田工業   

準決勝  本校３－２愛産大三河  決  勝 本校０－３岡崎城西 

 女子団体 ベスト 8 

１回戦 本校３－０西尾  ２回戦 本校３－０鶴城ヶ丘  ３回戦 本校０－３岡崎城西 

 男子ダブルス  ベスト８  宮川・鈴木瞭組、ベスト１６ 浜野・鈴木廉組【県大会出場】 

         ベスト３２ 石原・鈴木康組、牧野・守屋組 

 女子ダブルス  ベスト１６ 冨田・大須賀組、中村・牧野組、大竹・岡本組、眞木・石河組 

【県大会進出】 

         ベスト３２ 小久保・中神組、大羽・横田組、松下・柴田組 

 男子シングルス ベスト   宮川雅也・鈴木瞭太【県大会進出】 

         ベスト３２ 浜野駿介、鈴木廉、鈴木康介 

 女子シングルス ベスト１６ 冨田優美【県大会進出】 

         ベスト３２ 大須賀咲歩、中村美似、大竹亜実、石河優希 

第６９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 ３－２ 大府   2 回戦 本校 ０－３ 名経大市邨 

男子ダブルス  2 回戦進出  宮川・鈴木組   出場 浜野・鈴木組 

女子ダブルス  2 回戦進出  冨田・大須賀組、中村・牧野組、眞木・石河組 

        出場  大竹・岡本組 

男子シングルス 2 回戦進出 鈴木瞭太  出場 宮川雅也 

女子シングルス 出場 冨田優美 

 

野球部 

平成 27 年度 春季東三河地区高校野球  

１次リーグ戦  成章 １８―０ 海陽  成章 ８－４ 豊橋東  成章 ８―１ 時習館   

２次リーグ戦  成章 １２－１ 豊橋南  成章 ２－５ 渥美農業 （第３位） 

第６５回愛知県高等学校優勝野球大会 

１回戦 成章 ０—５ 愛知黎明  

第１３２回中日旗争奪全三河高校野球大会 

１回戦 成章 ０―１ 豊田西  

 

バスケットボール部 

第 69 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 

2 回戦敗退  1 回戦 成章 55 – 31 御津  2 回戦  成章 45 – 127 豊川 

 



陸上部 

豊橋リレーカーニバル大会 

男子 4×100mＲ ２位  4×400mＲ ２位     女子 4×100mＲ １位  4×400mＲ １位 

愛知県高等学校総合体育大会 東三河支部予選 

 男子 400mH １位 鈴木彰允  4×100mＲ ５位  4×400mＲ ６位    

800m ５位  3000msc ４位  走高跳 ５位  三段跳 ６位  やり投 ３位、５位 

 女子 400m １位 林桃華  4×100mＲ ２位  4×400mＲ ２位  100m ３位  200m ３位 

 100mH ５位    400mH ４位  走幅跳 ２位  砲丸投 ３位  円盤投 ５位   

やり投 ２位、６位 sc  女子総合 ２位(46 点)  トラックの部(29 点) 

愛知県高等学校総合体育大会  

 男子 400mH 鈴木彰允 準決勝敗退   

女子 4×400mＲ(林桃華、宮下侑奈、藤井彩夏、河合穂波) 準決勝敗退      他 予選敗退 

愛知陸上競技選手権大会 東三河予選会 

 男子 4×100mＲ ５位  4×400mＲ ３位  400mH ５位  3000msc １位 ２位  

   走高跳 ２位  ﾊﾝﾏｰ投 ４位、５位  やり投 ３位、４位   

 女子 100m ２位  200m ３位  5000m ３位  100mH ６位  400mH ３位 

   走幅跳 ２位  砲丸投 １位  円盤投 ４位  ﾊﾝﾏｰ投１位 

 標準記録突破による有資格種目 

   女子 4×100mＲ  女子 4×400mＲ  女子三段跳 鈴木麻央、藤井彩夏 

 

ソフトボール部 

第６９回愛知県高等学校総合体育大会ソフトボール競技東三河支部予選会 

 優 勝 【県大会進出】 

予選リーグ    成章 ８－０ 小坂井   成章 ５－０ 藤ノ花 

 決勝トーナメント １回戦 成章 ３―２ 豊橋商業  準決勝 成章 ６―０ 国府   

決勝 成章 ４―２ 豊丘  

第６９回愛知県高等学校総合体育大会ソフトボール競技愛知県大会 

 ベスト８ 

 ２回戦      成章 ３－２ 岡崎学園 

 準々決勝     成章 １－２ 聖霊 

 

第４１回豊橋市長杯争奪ソフトボール大会 

優勝 

１回戦 成章 ８―３ 豊橋東     ２回戦 成章 ４―３ 豊丘 

準決勝 成章 ６―１ 豊橋商業     決勝 成章 ３―０ 小坂井 

 

 

 



剣道部 

豊橋武道館開館記念 第４２回東三河剣道大会 

・男子団体 ２回戦敗退 

１回戦 成章② ０新城  ２回戦 成章２ ②国府（代表戦により国府の勝ち） 

・女子団体 ２回戦敗退 

１回戦 成章③ １新城東 ２回戦 成章０ ⑤桜ヶ丘 

第５３回東三河剣道大会御津大会 

・男子団体 予選リーグ敗退 

成章１ ③豊川工業  成章② １渥美農業 

・女子団体 予選リーグ敗退 

成章２ ２豊橋商業 成章② ２豊橋西（本数差により成章の勝ち）  

第６９回愛知県高等学校総合体育大会 三河支部予選 

・男子団体 予選リーグ敗退 

 成章１ ③豊橋南    成章② ０海洋学園   成章④ ０豊丘 

・女子団体 予選リーグ敗退 

 成章④ ０新城   成章０ ④豊川 

・男子個人 大場智史・渡邉和也 ２回戦敗退  

・女子個人 渡會千愛 ３回戦敗退 河合さやか ２回戦敗退 

 

第３８回かきつばた杯女子剣道大会 

・女子団体 ３回戦敗退  

２回戦 成章① １安城農林（本数差で成章の勝ち） ３回戦 成章１ ②国府Ｂ 

武徳祭剣道大会 

・男子 高校１年の部 中田凱都 ３位   村田光 ベスト８   片山 ２回戦敗退 

    高校２年の部 中泉秀章・中嶋大祐・大河拓海 ２回戦敗退 

・女子 高校１年の部 井上歩美 ベスト８   藤田悠花・河村眞凜 ３回戦敗退 

    高校２年の部 田中晶子・福井梨乃 ２回戦敗退 

 

バレーボール部 

第 69 回愛知県高等学校総合体育大会東三河支部予選会 

  女子 1 回戦 本校 2－0 小坂井 2 回戦 本校 2－1 豊橋南  

     準決勝 本校 1－2 時習館 3 位決定戦 本校 2－1 新城 3 位 県大会出場 

第 69 回愛知県高等学校総合体育大会 県大会 

女子 １回戦 本校 0－2 誠信 

第 69 回愛知県高等学校総合体育大会東三河支部予選会 

  男子  1 回戦 成章２－０新城  2 回戦  成章１－２豊橋工業 

 

 



卓球部 

第 48 回全三河新人卓球大会 

一般女子の部 優勝 天野史菜 

平成 27 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 

 学校対抗男子  3 位（県大会出場） 

  2 回戦 成章 ３－０ 豊橋工業  3 回戦 成章 ３－０ 蒲郡 

  準決勝 成章 ０－３ 豊川   3 位決定戦 成章 ０－３ 豊川工業 

 学校対抗女子  6 位（県大会出場） 

  1 回戦 成章 ３－０ 三谷水産  2 回戦 成章 ３－０ 蒲郡東 

  3 回戦 成章 ２－３ 豊川  5 位決定戦① 成章 ２－０ 豊丘 

  5 位決定戦② 成章 １－２ 時習館 

 女子ダブルス  ベスト 8 影山紗子・畑林優奈ペア（県大会出場） 

 男子シングルス 13 位 小久保紀幸（県大会出場） 

 女子シングルス 3 位 天野史菜（県大会出場） 

         ベスト 16 影山紗子（県大会出場） 

平成 27 年度愛知県高等学校総合体育大会卓球競技兼全国高等学校総合体育大会卓球競技愛知県予選会 

 学校対抗男子  1 回戦敗退 成章 ０－３ 東海商業 

 学校対抗女子  1 回戦敗退 成章 ０－３ 栄徳 

 女子ダブルス  1 回戦敗退 影山紗子・畑林優奈ペア ０－３ 修文女子 

 男子シングルス 1 回戦敗退 小久保紀幸 １－３ 起 

 女子シングルス 1 回戦敗退 天野史菜 ０－３ 安城学園 

 女子シングルス 1 回戦敗退 影山紗子 ０－３ 愛み大瑞穂 

 

 

 

 

 


