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平成２８年度部活動結果報告（9 月～11 月） 

平成２８年１１月現在 

太字は県大会以上 

○野球部 

第６９回愛知県高等学校野球選手権大会 

１回戦 成章 ２－１ 岩津 

２回戦 成章 ６―２ 享栄 

 

第１３５回中日旗争奪全三河高校野球大会 ベスト４ 

 １回戦 成章 ７－４ 知立東 

 ２回戦 成章 ５－３ 豊橋中央 

 準決勝 成章 ２－４ 豊田西 

 ３位決定戦 成章 ０－５ 豊川 

 

 

○ソフトボール部 

平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会ソフトボール競技東三河予選  

                                  第３位 県大会出場 

 予選リーグ  

成章 ９―１ 豊橋南    成章 ８―０   小坂井  成章 ０―１０豊川 

決勝トーナメント  

   成章１０―３ 藤ノ花女子  成章 ２―４ 豊橋商業 

３位決定戦 

   成章 ７―５ 時習館・豊橋東 

平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会ソフトボール競技県大会  

１回戦 

   成章 １―４ 安城学園 

 

 

○バドミントン部 

平成２８年度 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技 東三河支部予選会 

 ＜男子＞ 

 学校対抗戦 １回戦 成章１－３豊橋南 

 ダブルス  ５回戦 小久保・田中組（ベスト３２）    

４回戦 内田・鈴木大組、尾﨑・河合楓組 

 シングルス ４回戦 内田勇将、小久保彰人 
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＜女子＞ 

 学校対抗戦 第３位【県大会進出】 

１回戦 成章３－０蒲郡  ２回戦 成章０－３鶴城丘  ３回戦 成章０－３豊田 

       準決勝 成章０－３豊川  順位決定戦 成章０－３安城学園 

ダブルス  ベスト８ 松下・柴田組  ベスト１６ 藤井・小笠原組、濵・伴組【県大会進出】 

      ベスト３２ 山田・河合組 

シングルス ベスト１６ 松下衣織【県大会進出】 

      ベスト３２ 柴田純佳、伴映里佳 

      ４回戦進出 濵こころ、井本菜月、藤井美保里、渡邉早紀 

平成２８年度 愛知県高等学校新人体育大会 

学校対抗戦 １回戦 成章０－３星城 

ダブルス  ２回戦進出 松下・柴田組   出場 藤井・小笠原組、濵・伴組 

シングルス 出場 松下衣織 

 

 

○ソフトテニス部 

〈女子〉 

平成２８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 

女子団体 第２位【県大会進出】 

予選リーグ 成章２－１新城  成章２－１藤ノ花  成章３－０豊橋西  成章２－１渥美農業  

決勝リーグ 成章３－０豊橋東  成章０－３豊橋中央    成章３－０田口 

        成章２－１豊川  成章２－１豊橋商業  成章３－０豊丘 

女子個人 第３位 柴田・廣中組  第９位 高橋・中本組【県大会進出】 

平成２８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 

女子団体 ベスト８【県選抜大会進出】 

   一回戦 成章３―０津島 二回戦 成章２－０津島北 三回戦 成章 １―２ 岡崎城西 

女子個人 ベスト１６ 柴田・廣中組 

 

＜男子＞ 

平成２８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 第４位【県大会進出】 

 予選リーグ 成章３－０御津  成章２－１新城東  成章３－０渥美農業  成章２－１田口 

 決勝リーグ 成章２－１豊川工業  成章１－２豊橋東  成章３－０豊橋商業 

       成章１－２豊川  成章３－０豊橋中央  成章１－２時習館 

男子個人 第５位 大羽・山田組  第９位 藤城・福井組【県大会進出】 

平成２８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 成章３－０佐織工業  成章１－２大同大大同  ベスト１６ 

男子個人 大羽・山田組、藤城・福井組 ２回戦 
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○弓道部 

高等学校選抜弓道大会東三河予選 蒲郡市弓道場（10 月 22 日） 

 男子団体 入賞ならず  女子団体 入賞ならず   ※ 男女共県大会出場 

 男子個人 入賞ならず  女子個人 ３位 河合汐梨 

 個人戦県大会出場者 入賞者＋真木皓也、坂本聖、河合祐那、渡邉菜央、柴田眞実、 

山田倫歌、井本いぶき、河合美春 

愛知県高等学校選抜弓道大会１日目 蒲郡市弓道場（11 月 5 日） 

 男子団体 （真木皓也、河邉慶亮、稲垣佑斗、坂本聖）1次予選敗退 

 女子団体 （河合汐梨、渡邉菜央、中居優果、加藤彩音）1 次予選敗退 

女子個人  予選敗退  

男子個人  坂本聖 予選通過 

愛知県高等学校選抜弓道大会２日目 蒲郡市弓道場（11 月 6 日） 

 男子個人  坂本聖  優勝 （東海選抜、全国選抜への出場権獲得） 

 

 

○卓球部 

平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会卓球競技県東三河支部予選 

 男子学校対抗 ベスト８ 

  予選リーグ 成章３－１時習館 成章３－０福江 

  準々決勝  成章２－３桜丘 

 女子学校対抗 第３位【県大会進出】 

  予選リーグ 成章３－０御津 成章３－０豊橋中央 成章３－０小坂井 

  準決勝   成章２－３豊川 

  ３位決定戦 成章３－２蒲郡 

平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会卓球競技県愛知県予選 

 女子学校対抗 

  １回戦 成章２－３横須賀 

第５６回東海卓球選手権大会 

 女子ジュニアシングルス 天野史菜 １回戦敗退 

 

 

〇演劇部 

11 月５日（土） 田原市図書館ふしぎ文学半島プロジェクト 2016「怪談～Kwaidan Library～」にて小

泉八雲原作「耳なし芳一の話」を上演 

 

 

 

 

 



4 

 

○陸上部 

新人体育大会陸上競技東三河予選会        豊橋市陸上競技場     9/3 ｰ 4 

[男子]   総合５位  29.5 点   ﾄﾗｯｸの部 ３位 25 点 

   4×100mR ５位  4×400mR １位（ 3 分 21 秒 89  大会新） 

   400m ３位 光松修平  ５位 増池優斗   110mH ４位 今田蓮太  ６位 冨田弘太 

   400mH３位 光松修平 ６位 冨田弘太  3000mSC ５位 真野翔太  走高跳 ５位 伊藤千暁 

[女子]  総合３位 35 点   ﾄﾗｯｸの部 ４位 26 点 

   4×100mR ６位   4 ×400mR ２位   400m２位 河合穂波  800m４位 木村文香  

1500m４位 高橋侑花  3000m４位 高橋侑花  400mH１位 河合穂波   

円盤投４位 小林亜由  やり投３位 杉原沙希 ５位 大川レイカ 

愛知県新人体育大会陸上競技大会    パロマ瑞穂スタジアム  9/24~25  

男子 4×400mR １位 増池優斗 鈴木琢海 冨田弘太 光松修平  （ 3 分 18 秒 07 ） 他予選敗退 

東海新人陸上競技選手権大会   パロマ瑞穂スタジアム 10/29~30 

男子 4×400mR ３位 増池優斗 鈴木琢海 冨田弘太 光松修平  （ 3 分 19 秒 61 ） 

愛知県高等学校駅伝競走大会 知多市駅伝コース 11/6 

  男子 ３１位(８９校中) ２時間２７分２９秒  女子 １８位(６２校中) １時間２１分２８秒 

 

 

○バレーボール部 

〈男子〉 

第６９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   

１回戦 成章２－０渥美農業  ２回戦 成章２－０豊橋東  

 準決勝 成章０－２豊橋中央  ３位決定戦 成章０－２豊川工業   ４位 

〈女子〉 

第６９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 

 １回戦 成章１―２桜丘  

                                  一回戦敗退 

○パソコン部 

第３６回全国高等学校ＩＴ･簿記選手権大会（７／２１ 東京ＩＴ会計専門学校 名古屋校） 

ＩＴ部門 中部ブロック大会 団体 優秀賞 

 

第８回全国高等学校情報処理選手権大会（８／２ 本校第二商業実践室パソコン Web 上にて参加） 

  団体および個人 参加  

第６１回愛知県高等学校商業実務総合競技大会（９／３ 愛知県立春日井商業高等学校） 

情報処理Ｂの部 団体 優勝 

  個人 ２位（木村 廉）    ３位（今泉美保） 

     ４位（鈴木 康生）   佳良（大河内 聖） 

     佳良（岩川 裕） 
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○剣道部 

全三河剣道大会 

 男子団体 １回戦 本校４－０岡崎東  ２回戦 本校３－１碧南工業 

      ３回戦 本校１－０刈谷北  ４回戦 本校２－２豊橋東 延長戦で負け  

      ４回戦進出 

 女子団体 １回戦 本校０－３岡崎商業 

      １回戦敗退 

東三河剣道大会 

 男子団体 １回戦 本校４－１豊橋南  ２回戦 本校１－２桜丘 

      ２回戦進出 

 女子団体 １回戦 本校２－１豊丘   ２回戦 本校０－３桜丘 

      ２回戦進出 

田原スポーツフェスティバル 

 一般団体 本校Ａチーム 優勝 本校Ｂチーム 第３位 

 女子個人 早川優 第３位 

  ※主な成績のみ 

新人戦東三河地区予選会 

 男子個人 村田光 第３位     中田凱都 第５位(ベスト８) 【県大会進出】 

 女子個人 河村眞凜 １回戦敗退  早川優  ２回戦進出 

 男子団体 本校４－０御津  本校１－２豊川  １次リーグ敗退 

 女子団体 本校０－３時習館 本校０－４豊橋東 １次リーグ敗退 

 

 

○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 回戦 本校 44‐73 岡崎東 

 

 

 

○華道部 

Ikenobo 花の甲子園 2016 東海地区【愛知県】大会 ハーモニー賞 


