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平成２８年度末～２９年度      
対外試合結果（２～５月） 

太字は県大会 

＜ソフトテニス部＞ 

第７１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 ５位【県大会進出】 

  予選リーグ 成章３－０御津  成章３－０新城  成章３－０蒲郡東  成章１－２時習館 

  決勝リーグ 成章０－３豊橋東  成章０－３豊川  成章３－０蒲郡 

        成章２－１渥美農業  成章３－０豊川工業  成章２－１新城東 

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】 

第７１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 

女子団体 ４位【県大会進出】 

  予選リーグ 成章３－０新城  成章２－１時習館  成章３－０新城東  成章３－０藤ノ花 

  決勝リーグ 成章３－０田口  成章３－０豊丘  成章１－２豊橋商業 

        成章１－２豊川  成章３－０国府  成章２－１豊橋中央 

女子個人 第３位 柴田・廣中組  第５位 高橋・中島組、大羽・中本組 

第９位 鈴木・河合組【県大会進出】 

＜陸上競技部＞ 

豊橋リレーカーニバル 4/15,16（豊川市陸上競技場） 

男子 4×100mR３位  42.91 鈴木琢海 光松修平 増池優斗 冨田弘太 

4×400mR１位 3.20.07 冨田弘太 光松修平 鈴木琢海 増池優斗 

高校総体東三河予選会 5/3,4,5,7（3~5 日 豊川市陸上競技場、7 日 豊橋市陸上競技場） 

 男子 総合６位(23 点) トラックの部３位(23 点) 

4×400mR４位 3.20.57 冨田弘太 増池優斗 杉山航基 鈴木琢海 

    200m 光松修平４位 400m 光松修平３位 増池優斗６位 110mH 今田蓮太４位 

400mH 冨田弘太２位 光松修平３位 今田蓮太７位 

 女子 総合７位(20 点) トラックの部６位(8 点) フィールドの部７位(12 点) 

4×100mR５位 50.75 藤雄まどか 河合穂波 小久保月乃 稲本陽香 

    100m 河合穂波５位 200m 河合穂波４位 3000m 高橋侑花 砲丸投 小林亜由６位 

 円盤投 小林亜由５位 やり投 杉原沙季２位 大川レイカ３位       【以上県総体進出】 

＜パソコン部＞ 

愛知県高等学校情報処理競技新人大会  （２月１１日（土）  於 名古屋工学院専門学校） 

１年生の部 団体 ３位    個人 ５ 位（岩川 裕）  佳 良（大河内 聖） 

２年生の部          個人 佳 良（木村 廉）  佳 良（今泉 美保） 
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＜バドミントン部＞ 

〈男子〉第 71 回 愛知県高等学校総合体育大会 三河支部予選会 4/22. 4/23. 4/29 

     団体戦    １回戦 本校 ０－３ 豊橋東 

      シングルス ３回戦進出 内田勇将、小久保彰人、鈴木舜也、田中寿樹、大場勝慎 

            ２回戦進出 井本紘樹、岡村康生、市川椋大、岡本真典、三浦叶大 

      ダブルス  ４回戦進出 内田・鈴木舜組 

            ３回戦進出 小久保・田中組、市川・尾﨑組、岡本・大場組、 

                  加藤・鈴木大組、井本・河合将組、三浦・菅谷組 

            ２回戦進出 河合楓・岡本組、大羽・福井組、菰田・神谷組 

〈女子〉第 71 回 愛知県高等学校総合体育大会 三河支部予選会 4/22. 4/23. 4/30.5/3 

     団体戦   第 3 位・【県大会進出】 

1 回戦 本校３－０小坂井  ２回戦 本校３－０光が丘  ３回戦 本校３－１豊橋南 

準決勝 本校０－３岡崎城西   順位決定戦 本校１－３安城学園 

シングルス 

5 回戦進出 松下衣織 

4 回戦進出 小笠原瑞華、濵こころ、野川裕衣、井本菜月、山田陽菜、伴映里佳 

3 回戦進出 柴田純佳、藤井美保里、渡邉早紀、河合美歩、 

2 回戦進出 大西ルミ、葉山みなみ、畠山結衣、遠藤汐咲姫、遠藤帆咲姫 

ダブルス 

  7 回戦進出・ベスト８ 松下・柴田組   6 回戦進出・ベスト１６ 小笠原・藤井組  

【県大会進出】     

5 回戦進出 濵・渡邉組、山田・伴組、遠藤帆・畠山組、安田・伊藤組 

      4 回戦進出 遠藤汐・江川組    3 回戦進出 大西・葉山組、井本・松澤組 

      2 回戦進出 村松・池田組     出場 杉原彩・杉原楓組 

＜野球部＞ 

第 67 回愛知県高等学校優勝野球大会 東三河地区予選 一次リーグ戦  

3 月 20 日 成章 12  -  2 海陽学園    3 月 22 日 成章 15  -  0 豊橋商 

3 月 23 日 成章 15  -  3 御津      3 月 24 日 豊橋工 6  -  4 成章 

3 月 27 日 豊橋東 8  -  1 成章      3 月 28 日 豊橋商 7  -  1 成章 

＜バスケットボール部＞ 

第 71 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 

1 回戦 成章 53 – 50 豊橋西 

2 回戦 成章 46 – 62 蒲郡                           
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＜卓球部＞ 

４月２３日（日）第３７回全三河卓球大会 

〈女子シングルス〉 優勝 天野礼菜 

         準優勝 天野史菜 

平成２８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 

〈男子〉 ５月３日（水）学校対抗  １回戦 成章 ３－０ 豊橋工業 

                  ２回戦 成章 １―３ 豊丘     

     ５月４日（木）シングルス 大滝紘平             第５位【県大会進出】 

〈女子〉 ５月３日（水）学校対抗  ２回戦 成章 ３－１ 蒲郡東 

                  ３回戦 成章 ３―１ 時習館 

                  準決勝 成章 ３―１ 豊川 

                   決勝 成章 ０－３ 桜丘   準優勝【県大会進出】 

     ４月 30 日（日）ダブルス 天野史・森下萌組         第５位【県大会進出】 

森下風・天野礼組         第５位【県大会進出】 

５月４日（木）シングルス 天野史菜             第５位【県大会進出】 

             天野礼菜             第９位【県大会進出】 

＜ソフトボール部＞ 

第７１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（４／２２・２３・２９） 

予選リーグ    成章 １８－０ 豊橋南   成章 １６－０ 新城東・豊橋中央 

         成章 １０－０ 国府 

 決勝トーナメント １回戦   成章 １―４ 豊橋商業  敗者復活戦 成章 ２―３ 蒲郡 

決勝トーナメント進出 

＜弓道部＞ 

★5/3 総合体育大会 弓道競技 東三河支部予選会 

 団体 男子 ２位 成章Ａ   女子 ２位 成章Ｃ 

 個人 男子 ２位 深谷 涼 

    女子 優勝 河合 汐梨     ４位 河合 琴音 

県大会出場 

男子団体 １チーム       女子団体 １チーム 

男子個人 ３名  坂本 聖       髙平 暉都      深谷 涼 

女子個人 ８名  前川 萌奈実   渡邉 まい      河合 琴音    平山 怜奈    

井本 いぶき  河合 汐梨     彦坂 実玖   渡邉 菜央 
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＜バレーボール部＞ 

＜男子＞ 

第７１回愛知県高等学校総合体育大会バレーボール競技東三河支部予選会（4 月 23 日） 

 １回戦  成章 ２５－２３ ２５－１３ 新城 

２回戦  成章 １５－２５ １８－２５ 豊丘高校                

＜女子＞ 

第７１回愛知県高等学校総合体育大会バレーボール競技東三河支部予選会（4 月 23 日） 

１回戦  成章 ２－０ 蒲郡東 

２回戦  成章 ０－２ 藤ノ花女子                     

＜剣道部＞ 

第４４回豊橋市武道館開館記念東三河剣道大会(４／２２) 勝ち抜き戦  

男子 ２回戦  成章 対 御津   準決勝 成章 対 豊橋東 

       準々決勝 成章 対 豊橋東                             ３位 

第５５回東三河剣道大会御津大会(４／２３) 

男子 決勝トーナメントン進出 

  予選リーグ 成章 ２対２ 豊橋工業  決勝トーナメント１回戦 成章 ２対③ 国府 

   代表戦により勝ち 

女子 予選リーグ 成章 ０対④ 桜丘  成章 ④対０ 新城東 

第７１回愛知県高等学校総合体育大会東三河予選 剣道競技 東三河支部予選会 

○個人（４／３０） 

男子  中田･･･３回戦進出 村田、杉浦･･･２回戦進出 

○団体（５／６） 

男子 ４位【県大会進出】 

     １次リーグ 成章 ③対０ 豊川工業  成章 １対１ 豊橋東 

     ２次リーグ 成章 ④対１ 豊橋工業  成章 １対④ 豊川 

     ３位決定戦 成章 １対③ 国府 

女子 １次リーグ 成章 ③対０ 宝陵  成章 ０対④ 国府 

 

 


