
平成２７年度対外試合結果（１２月・1 月） 

太字は県大会以上 

ソフトテニス部 

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 東海大会出場 

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 

吹奏楽部 

愛知県アンサンブルコンテスト 東三河地区大会 

 クラリネット八重奏(河邉愛・鈴木志・進司・尾﨑幸・大武・三田・鈴木玲・白井)   金賞 

 サクソフォン四重奏(尾﨑武・間部・川口・青山ま)                 金賞 

金管八重奏(柴田・松下・小林亜・大嶋・松本・小久保里・伊藤・河邉楓)              金賞 

 管打八重奏(朝倉・平野・青山依・川邉・石原・森下・齋藤・廣瀬)          金賞 

愛知県アンサンブルコンテスト 県大会 

 クラリネット八重奏(河邉愛・鈴木志・進司・尾﨑幸・大武・三田・鈴木玲・白井)   金賞 

 サクソフォン四重奏(尾﨑武・間部・川口・青山ま)                 銀賞 

金管八重奏(柴田・松下・小林亜・大嶋・松本・小久保里・伊藤・河邉楓)              銅賞 

中部日本個人・重奏コンテスト 東三河地区大会 

   打楽器 Solo 川邉真由                                                         金賞 

  フルート Solo 石原希望                                                     銀賞 

  コントラバス Solo 小畑杏実                                                   銀賞 

  バスーン Solo 大場野乃花                                  銅賞 

  サクソフォン三重奏（齋藤・廣瀬・森下）                     金賞 

弓道部 

愛知県高等学校新人弓道大会東三河予選（１月 24 日 蒲郡市弓道場） 

 男子団体 ３位 成章 B（小塚駿、深谷涼、河合涼太、髙平暉都、堀部泰生） 

 女子団体 入賞ならず 

      共に県大会出場 

 男女個人 入賞ならず 

      堀部泰生、加藤彩音 県大会出場 

卓球部 

第７０回三遠卓球優勝大会 

女子 森下・天野組    優勝 

写真部 

平成２７年度愛知県高等学校文化連盟写真専門部東三河支部 第２８回高校生の写真展（東三大会） 

 田中南帆  作品名「旅の思い出」  奨励賞  【県大会出展】 



バドミントン部 

平成２７年度第５１回愛知県高等学校学年別大会 

男子２年 ダブルス   ベスト３２ 守屋・渥美組   ４回戦進出 西川・粕谷組、辻・伊藤組 

女子２年 ダブルス   ベスト８  石河・大羽組   ベスト１６ 横田・桃井組 

            ベスト３２ 鈴木・髙橋組 

男子２年 シングルス  ５回戦進出 守屋政輝、西川昂佑 

             ４回戦進出 渥美英和、光部隼都、辻 裕真 

 女子２年 シングルス  ベスト８  石河優希     ベスト３２ 横田和泉 

             ５回戦進出 大羽里奈     ４回戦進出 鈴木佳純、髙橋慶子 

男子１年 ダブルス   ３回戦進出 小久保・田中組 

女子１年 ダブルス   ベスト１６ 松下・柴田組   ベスト３２小笠原・藤井組 

男子１年 シングルス  ４回戦進出 内田勇将、小久保彰人 

女子１年 シングルス  ４回戦進出 松下衣織、柴田純佳 

平成２７年度第１２回遠州東三河高等学校バドミントン選手権大会 

男子 １位トーナメント 優勝  守屋・渥美・西川・辻・粕谷・光部・太田・清水・鈴木康・大澤 

女子 １位トーナメント 第 3位 石河・大羽・横田・桃井・鈴木・髙橋・松井・金田・松下・柴田 

 

バレーボール部 

（男子） 

平成 27 年度 東三河高等学校バレーボール選手権大会 

 予選リーグ  1 試合目 成章―時習館  ２５－１３  ２５－１２  

        2 試合目 成章―豊橋西  ２５－６   ２５－１０ 

2 試合目 成章―国府   ２５－９    ２５－２０ 1 位決勝トーナメント進出 

決勝トーナメント準決勝 成章―豊川   ２５－１９  ２５－２２     

        決勝  成章―豊橋中央 ２５－１８  ２５－１１  東三河 2 位 

愛知県高等学校新人体育大会 東三河予選 

１回戦  成章―豊川工業 ２５－２７  ２５－２７ 

（女子） 

平成 27 年度 東三河高等学校バレーボール選手権大会 

 予選リーグ 

  １試合目 本校２―０豊橋工業・豊川工業    

２試合目 本校０―２藤ノ花女子    

３試合目 本校２―１豊橋南 

決勝２位トーナメント 

   本校０―２時習館 

愛知県高等学校新人体育大会 東三河予選 

 一回戦 本校２―０御津 

     本校０―２時習館  



バスケットボール部 

平成２７年度愛知県公立高校商業科大会 

一回戦  本校 ７２対５５ 岡崎商業  二回戦  本校 ４９対５５ 知多翔洋 

平成２７年度高校新人東三河支部大会 

 一回戦   本校 ９８対３６ 田口高校  二回戦  本校 ２６対６０ 豊橋工業 

陸上部 

全三河駅伝競走大会  

〔男子〕 ５区間 25.0km (5K×5) 

高校男子の部 (久保田翔 西山皓基 久保田翼 高橋龍生 西村郁海) 14 位 1 時間 26 分 49 秒 

一般男子の部 (真野陽太 榛葉和也 松芝  遼 長宅郁哉 小川亮都)  9 位 1 時間 29 分 49 秒 

〔女子〕 ５区間 12.0km (3K－2K－2K－2K－3K) 

高校一般女子の部(高橋侑花 川口紅映 山田真愛 菅谷明里 木村文香) 10 位  48 分 18 秒 

湖西市駅伝大会 

〔男子〕 ７区間 21.53km  (4.42k-3.08k-2.58k-2.95k-2.15k-2.65k-3.7k) 

Ａチーム 男子高校２位  1.10.45 

久保田翔－真野陽太－西村郁海－久保田翼－鈴木琢海－髙橋龍生－西山皓基 

 Ｂチーム 男子高校７位 1.19.54 

長宅郁哉－稲垣圭相－小塚智貴－前田智規－山田将揮－成田昂暉－山田大貴 

［女子］ ７区間 21.53km  (4.42k-3.08k-2.58k-2.95k-2.15k-2.65k-3.7k) 

女子高校３位 1.27.58 川口紅映－髙橋侑花－河合穂波－山田真愛－菅谷明里－竹内 彩－木村文香 

一色マラソン大会 

〔高校男子１０Km の部〕西山皓基 3 位  榛葉和也 5 位 久保田翔 7 位 西村郁海 9 位  

髙橋龍生 10 位 久保田翼 12 位 長宅郁哉 15 位 

〔高校女子  ５Km の部〕髙橋侑花 8 位  菅谷明里 13 位    

〔一般女子１０Km の部〕川口紅映 1 位 

剣道部 

平成２７年度東三河高等学校冬季剣道大会 

男子団体 一次リーグ出場（２勝１分 ※試合の勝利数が同じだったため勝利数の合計差により敗退） 

 成章２－２豊川工業  成章４－０御津   成章４－０渥美農業 

女子団体 一次リーグ出場（２敗） 

 成章０－２新城東   成章０－４藤ノ花女子 

柔道部 

愛知県高等学校新人大会柔道競技  

女子５７㎏級 神谷奈々 １回戦出場 

男子６６㎏級 岸上歩森 ３回戦進出 

男子６０㎏級 鈴木理弓 ２回戦進出 

美術部 

第 30 回高等学校文化連盟美術・工芸部門『東三河』支部展 出品 


