
平成２７年度対外試合結果（９月～） 

太字は県大会以上 

弓道部 

第 70 回国民体育大会和歌山大会（９月 27～30 日）田辺市弓道場 

 愛知県（少年男子）柴田宏祥 

近的 予選通過ならず 

遠的 予選通過ならず 

平成２７年度 愛知県高等学校選抜弓道大会東三河予選 

 男子団体 成章 A（朽名洸貴、稲垣友、堀部泰生）  14 中/24 射 県大会出場 

 女子団体 成章 A（森下かん奈、黒田実、中神ひなの）14 中/24 射 県大会出場 

 男子個人 河邉慶亮 小塚駿 県大会出場 

 女子個人 森下かん奈 第４位 

      黒田実 森下来和 伊藤紗那 彦坂実玖 県大会出場 

平成２７年度 愛知県高等学校選抜弓道大会 

 男子団体 第５位（河邉慶亮、５稲垣友、朽名洸貴） 

 女子団体 第６位（森下かん奈、黒田実、中神ひなの） 

 男女個人 予選出場 

 

陸上部 

平成 27 年度 愛知県高等学校新人体育大会 東三河支部予選会 

男子総合２位６３点(トラック３位、フィールド２位) 

100m 渡會康貴５位 200m 渡會康貴６位 400m 鈴木琢海５位 1500m 久保田翔４位  

5000m 小川亮都４位 400mH 光松修平２位、稲垣圭相４位 3000mSC 西山皓基１位、西村郁海６位 

4×100mR(佐藤光、光松修平、渡會康貴、小塚智貴)２位 

4×400mR(小塚智貴、渡會康貴、光松修平、鈴木琢海)３位 

走高跳 成田昂暉２位、伊藤千暁６位 三段跳 前田智規５位 砲丸投 加藤雅貴６位  

円盤投 渡會頼寿２位 やり投 早川幸冶２位、渡會頼寿３位 ﾊﾝﾏ投 加藤雅貴４位、渡辺椋太５位 

 女子総合３位４１点(トラック５位、フィールド３位) 

100m 河合穂波２位 800m 木村文香６位 100mH 間瀬みゆき３位 400mH 間瀬みゆき３位 

4×100mR (畔栁佳奈、河合穂波、藤井彩夏、間瀬みゆき)３位 

走幅跳 藤井彩夏１位 三段跳 藤井彩夏２位 円盤投 畔栁佳奈１位  

やり投 大川レイカ３位、杉原沙季５位 

平成 27 年度 愛知県高等学校新人体育大会  

 男子 4×100mR(佐藤光、光松修平、渡會康貴、小塚智貴)決勝７位   やり投 早川幸冶 決勝７位 

女子 走幅跳 藤井彩夏 決勝６位(5m24) 東海大会出場 

第 18 回東海高等学校新人陸上競技選手権大会(岐阜メモリアルパーク) 

 走幅跳 藤井彩夏 予選出場 



平成 27 年度 愛知県高等学校駅伝競走大会 

 男子 ２２位 ２時間１９分４６秒 

真野陽太、鈴木聖武、小川亮都、久保田翔、榛葉和也、久保田翼、西山皓基 

女子 ２６位 １時間２２分２８秒 

   川口紅映、髙橋侑花、木村文香、山田真愛、鈴木那波 

 

バドミントン部 

平成 27 年度 愛知県高等学校新人体育大会 三河支部予選会 

男子学校対抗戦 ２回戦進出  成章２－３豊橋東 

女子学校対抗戦 第２位 【県大会進出】 

    １回戦 成章３－０蒲郡  ２回戦 成章３－０岡崎学園  ３回戦 成章３－２安城学園 

    ４回戦 成章３－０豊橋商業  ５回戦 成章０－３豊川 

男子ダブルス  ベスト１６   守屋・渥美組、辻・伊藤組 【県大会進出】 

        ５回戦進出  西川・光部組 

女子ダブルス   ベスト１６  石河・大羽組、横田・桃井組、鈴木・髙橋組、松下・柴田組  

               【県大会進出】 

５回戦進出  松井・濱組、小笠原・藤井組 

男子シングルス ６回戦進出  守屋政輝、渥美英和、西川昂佑 

        ５回戦進出  辻 裕真、光部隼都、鈴木康晃 

女子シングルス ベスト１６  石河優希【県大会進出】 

         ６回戦進出  横田和泉、大羽里奈 

平成 27 年度 愛知県高等学校新人体育大会 

 女子学校対抗戦 第３位 

   １回戦 成章３－２名大付属  ２回戦 成章３－１聖霊  ３回戦 成章０－３岡崎城西 

   順位決定戦 成章３－０豊川 

男子ダブルス  出場    守屋・渥美組、辻・伊藤組 

女子ダブルス  ベスト１６ 石河・大羽組   ３回戦進出 横田・桃井組 

        ２回戦進出 鈴木・髙橋組、松下・柴田組 

女子シングルス ３回戦進出 石河優希 

ソフトボール部 

平成２７年度新人体育大会ソフトボール競技東三河予選会  

 予選リーグ  

  成章 ３―１ 豊橋商業    成章１０―１ 豊橋東 

決勝トーナメント  

  １回戦 成章 ３―２ 蒲郡東     準決勝 成章 ５―３ 豊川 

決勝 成章 ５―２ 豊丘         （優勝 県大会出場） 

平成２７年度新人体育大会ソフトボール競技県大会  

２回戦 成章 ３―２ 岡崎商業     ３回戦成章 ０―４ 安城学園（ベスト８） 



野球部 

第 68 回愛知県高等学校野球選手権大会 

１回戦 本校 1―８ 名経大高蔵 

第 133 回中日旗争奪全三河高校野球大会 

１回戦 本校 １－５ 愛産大三河 

卓球部 

平成 27 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 

・男子団体 ３位（県大会出場） 

予選リーグ 成章 ３－２ 小坂井 

        成章 ３－０ 蒲郡東 

  決勝リーグ １回戦 成章 ３－１ 国府 

準決勝 成章 ０－３ 豊川 

・女子団体 準優勝（県大会出場） 

  予選リーグ 成章 ３－１ 福江 

        成章 ３－０ 豊橋商業 

        成章 ３－０ 豊川 

  決勝リーグ 準決勝 成章 ３－１ 国府 

         決勝 成章 ０－３ 桜丘 

平成 27 年度愛知県高等学校総合体育大会卓球競技愛知県予選会 

・男子団体  

  １回戦 成章 ０―３ 岡崎城西 

・女子団体 ベスト１６ 

  １回戦 成章 ３―２ 椙山女学園 

  ２回戦 成章 １―３ 光ヶ丘女子 

第 55 回東海卓球選手権大会 

・女子シングルス ３回戦進出 天野史菜 

ソフトテニス部 

平成２７年度 愛知県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技東三河支部予選会 

男子団体の部 第２位【県大会進出】 

 予選リーグ 成章３－０豊橋西 成章２－１時習館 成章２－１福江 成章１－２御津 

  決勝リーグ 成章２－１蒲郡東 成章３－０新城東 成章２－１田口 成章３－０渥美農業 

        成章２－１豊川工業 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宝陵  成章３－０福江  成章３－０蒲郡  成章２－１ 時習館 

決勝リーグ 成章３－０豊橋中央  成章１－２国府    成章３－０田口 

        成章２－１豊橋商業  成章２－１渥美農業  成章１－２豊川 

女子個人 優勝 佐藤・太田組【県大会進出】 



平成２７年度愛知県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技県予選 

男子団体 ベスト１６ 

   一回戦 成章２－１松蔭 二回戦 成章０－２松平 

女子団体 ベスト８【県選抜大会進出】 

   一回戦 成章３―０大府東 二回戦 成章２－０津島北 三回戦 成章 １―２ 菊華 

女子個人 ベスト８ 佐藤・太田【東海大会進出】 

 

第３７回愛知県高等学校選抜ソフトテニス大会 

女子団体 予選リーグ出場 

   成章０－３豊田大谷 成章０－３豊川 成章０－３星城 

 

第４６回東海高等学校選抜ソフトテニス大会 

女子個人 佐藤・太田１－４浜松商業 

 

バレーボール部 

平成２７年度 第６８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 

 男子優勝   １回戦 成章－豊川工業 ２５－２３ ２５－１１ 

        ２回戦 成章－小坂井  ２５－１５ ２５－７ 

        準決勝 成章－桜丘   ２５－２３ ２５－１９ 

         決勝 成章－豊川   ２５－２３ ２５－２２ 【県大会進出】 

 女子     １回戦 成章―橋工・川工  ２５―１９ ２５－８ 

        ２回戦 成章―豊川     １０―２５ １３―２５ 

平成２７年度 第６８回全日本バレーボール高等学校選手権大会愛知県支部予選会 

 男子ベスト８ １回戦 成章－一宮工業 ２５－９  ２５－２３ 

        ２回戦 成章－刈谷工業 １６－２５ ２５－２２ ２７－２５ 

        ３回戦 成章－星城   １０－２５ １０－２５ 

 

バスケットボール部 

第 46 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 

１次トーナメント 1 回戦 本校 66 ‐ 80 東海商業 

 

柔道部 

第６６回全三河高等学校体重別柔道大会 

 男子６６㎏級 １回戦敗退 岸上歩森 

剣道部 

第５２回東三河剣道大会 

男子団体 ３位 

２回戦 成章２－２豊橋工業  ３回戦 成章１－０小坂井 準決勝 成章０－２豊川 



女子団体 １回戦出場 

１回戦 成章０－２豊橋商 

パソコン部 

第６０回愛知県高等学校商業実務総合競技大会 情報処理Ｂの部 団体 準優勝 

個人  ３ 位  森下晃成 

    佳良２  今泉美保 


