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平成２９年度２学期部活動結果報告 

平成２９年１１月現在 

太字は県大会以上 

○弓道部 

★8/26 東三支部高校弓道選手権大会  

  団体女子 ３位 成章Ｂ（舟橋 亜美花、河合 琴音、山田 倫歌） 

  個人女子 ２位 八木 愛 

★10/21 愛知県高等学校弓道選抜大会東三河支部予選会 

団体 男子 ２位 成章Ｂ  

女子 ２位 成章Ａ    ３位 成章Ｅ 

  個人 男子 ２位 稲垣 佑斗  

     女子 ４位 田中 亜実  ５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 稲垣 佑斗  朽名 要   大竹 春輝  小久保 裕貴 

女子個人 田中 亜実  前川 萌奈実 白井 未来  河合 琴音   

舟橋 亜美花 河合 彩伽  大河 佑奈 

★11/3・4 愛知県高等学校弓道選抜大会 一次選考会・最終選考会 

 団体男子 ２位（東海大会出場県獲得） 

   女子 出場 

 個人男子 ５位 朽名 要 （出場４名、一次選考会通過１名） 

   女子 優勝 田中 亜実（全国大会・東海大会出場県獲得） 

２位 河合 琴音（全国大会・東海大会出場県獲得） 

（出場７名、一次選考会通過２名） 

 

○ソフトテニス部 

〈男子〉 

国民体育大会ソフトテニス競技少年の部東三河予選会（７／８） 

男子個人 第５位 鈴木・福井組  第９位 髙橋・平川組 【県大会出場】 

全三河高等学校ソフトテニス競技東三河予選会（７／１５） 

男子団体 第３位【本戦出場】 

  予選リーグ 成章２－１時習館  成章３－０福江   

成章２－１蒲郡東  成章３－０豊丘   

  決勝リーグ 成章１－２豊川   成章１－２渥美農業  成章２－１田口 

第３５回愛知県高等学校商業科体育大会ソフトテニス競技（７／28，29） 

男子団体 第５位   男子個人 第２位 鈴木・福井組 

高等学校ソフトテニス蒲郡選手権大会（８／21） 

男子個人 第３位 鈴木・髙橋組  第５位 長尾・福井組 

高等学校ソフトテニス豊橋選手権大会（８／26,28） 

男子個人 第５位 鈴木・福井組 

平成２９年度新人体育大会ソフトテニス競技東三河予選（９／18,23,24） 

男子団体 第２位 【県大会進出】 

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

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

男子個人 第５位 鈴木・福井組 第５位 髙橋・平川組 【県大会出場】 

平成２９年度新人体育大会ソフトテニス競技県大会（10／28,11／3） 

男子個人 出場 鈴木・福井組 髙橋・平川組 

男子団体 出場 成章１－２大府 

 

〈女子〉 

平成２９年度国民体育大会ソフトテニス競技少年の部東三河予選会（７／８） 

女子個人 第３位 柴田・廣中組  第９位 大羽・中本組【県大会進出】 

平成２９年度国民体育大会ソフトテニス競技少年の部（８／３） 

女子個人 第５位 柴田・廣中組  ３回戦進出 大羽・中本組 

平成２９年度全三河高等学校ソフトテニス競技東三河予選会（７／15） 

女子団体 第３位【全三河大会進出】 

  予選リーグ 成章３－０御津  成章３－０蒲郡  成章３－０豊橋西  成章３－０豊丘 

  １位リーグ 成章１－２豊橋中央  成章２－１豊川  成章１－２時習館 

平成２９年度全三河高等学校ソフトテニス競技（８／22） 

女子団体 出場 

  予選リーグ 成章２－１安城学園  成章２－１豊丘  成章０－３岡崎城西 

第３５回愛知県高等学校商業科体育大会ソフトテニス競技（８／8,9） 

女子団体 Ａチーム 第３位  Ｂチーム 出場 

  予選リーグ 成章Ａ３－０名古屋商業Ｃ 

        成章Ｂ０－３豊田東Ａ  成章Ｂ１－２東海商業Ｃ 

  決勝トーナメント １回戦 成章Ａ２－０豊橋商業Ａ  ２回戦 成章Ａ２－１岡崎商業Ａ 

           準決勝 成章Ａ０－２名古屋商業Ａ 

女子個人 第３位 柴田・廣中組、大羽・中本組  ベスト１６ 小川・西川組 

平成２９年度高等学校ソフトテニス豊橋選手権大会（８／26） 

 女子個人 第５位 大羽・中本組 

平成２９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（９／18,23,24） 

女子団体 第２位【県大会進出】 

  予選リーグ 成章３－０福江  成章３－０蒲郡  成章３－０蒲郡東  成章３－０豊橋商業 

  決勝リーグ 成章３－０豊橋東  成章２－１時習館  成章３－０渥美農業 

        成章０－３豊橋中央  成章３－０豊丘  成章３－０豊川 

女子個人 優 勝 柴田・廣中組  第５位 大羽・中本組【県大会進出】 

平成２９年度愛知県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技（１０／２８,１１/３,４） 

女子団体 １回戦 成章２－１津島  ２回戦 成章１－２日進西 

女子個人 第５位 柴田・廣中組【東海大会進出】 

出場 大羽・中本組 

 

○パソコン部 

第３７回全国高等学校ＩＴ・簿記選手権大会 愛知県地区大会 

（７月 ２６日（水）  於 東京ＩＴ会計専門学校 名古屋校） 

 ＩＴ部門  団体の部 優秀賞   個人の部 敢闘賞（鈴木 康生） 

第６２回愛知県高等学校商業実務競技大会 （９月 ２日（土）  於 一宮商業高等学校） 

 情報処理の部Ｂ   団体 優勝 

           個人 優勝（岩川 裕 ）３位（長坂 留奈）４位（鈴木 康生） 
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○ソフトボール部 

平成２９年度愛知県高等学校女子ソフトボール選手権大会（７／１５～岡崎学園高校ほか） 

１回戦 成章２３―０ 瀬戸      ２回戦 成章 ４―２ 至学館 

３回戦 成章 ７―０ 誉       ４回戦 成章１０―０ 藤ノ花女子 

５回戦 成章 ２―１ 椙山女学園   準決勝 成章 ４―６ 尾北      第３位 

第５０回全三河高等学校女子ソフトボール選手権大会  （７／２９～ 豊川高校ほか） 

 ２回戦 成章１１―３ 高浜        ３回戦 成章 ３―６ 岡崎西    ３回戦進出 

平成２９年度愛知県公立高校商業科大会   （８／５～ 豊田東高校） 

 １回戦 成章 ５―３ 中川商業     ２回戦 成章 ８―７ 東海商業 

３回戦 成章 ４―２ 古知野      準決勝 成章 ６―５ 名古屋商業 

決 勝 成章 ２―８ 岡崎商業                         準優勝 

第４９回東三河支部長杯争奪ソフトボール大会      （８／２１～ 豊川曙グランド） 

２回戦 成章２０―２豊橋西・豊橋中央    準決勝 成章 ２―９ 豊丘     第３位 

平成２９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（９／１８～浜町グランドほか） 

予選リーグ  成章 ７―０ 藤ノ花       成章１１―１ 蒲郡東 

     成章 ２―０ 豊丘        成章 ２―１ 国府 

決勝トーナメント  

１回戦 成章 ４―０ 蒲郡    準決勝 成章 ４―１ 豊丘 

決 勝 成章 １―４ 豊川                    準優勝 県大会出場 

 

平成２９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（１１／３～星城高校） 

１回戦 成章 ６―４ 津島     ２回戦 成章 ０―４ 安城学園    ベスト１６ 

 

○柔道部 

平成２９年度 東三河高等学校体重別柔道大会 ７月３０日(日) 

７３㎏級 岡本康平２回戦進出  宮本大陸出場 

平成２９年度愛知県高等学校新人体育大会東三河支部柔道競技予選会(男子団体) １０月２９日(日) 

１回戦敗退 成章 ０ 対 ３ 新城東 

平成２９年度 田原市スポーツフェスティバル２０１７ 柔道競技 １１月１２日(日) 

男子団体 第２位   男子個人 優勝 宮本大陸 

 

○卓球部 

７月１５日（土）第６９回中部日本卓球選手権大会 

〈女子シングルス〉天野礼菜                         出場 

６月１０日（土）平成２９年度国民体育大会卓球競技少年の部東三河支部予選会 

〈男子シングルス〉伊奈洸輝 ベスト８（県大会進出） 濵野友揮  ベスト１６（県大会進出） 

〈女子シングルス〉渡邉優奈 第３位（県大会進出）  中谷有花  ベスト１６（県大会進出） 

６月２４日（土）平成２９年度国民体育大会卓球競技愛知県一次予選 

〈男子シングルス〉伊奈洸輝 出場   濵野友揮  出場                    

〈女子シングルス〉天野礼菜 ３回戦進出   渡邉優奈 ２回戦進出   中谷有花 出場          

７月１７日（月）第５３回全三河卓球選手権大会 

〈高校女子の部〉天野礼菜                           優勝 

７月２４日（月）平成２９年度愛知県公立高等学校商業科体育大会 

〈男子学校対抗〉２回戦 成章Ａ ３－０ 津島北Ｂ  ３回戦 成章Ａ ３―０ 鶴城丘 

       ４回戦 成章Ａ ３―２ 豊橋商業Ａ 準決勝 成章Ａ １－３ 東海商業Ａ 第３位             

〈女子学校対抗〉  ２回戦 成章 ３－２ 岡崎商業  ３回戦 成章 ２―３ 豊橋商業Ａ 
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８月７日（月）平成２９年度東三河地区高等学校卓球選手権大会 

〈男子シングルス〉伊奈洸輝  ベスト１６ 

〈女子シングルス〉天野礼菜  優勝    渡邉優奈 ベスト１６   中谷有花 ベスト１６                      

８月２３日（水）第８１回愛知県高等学校卓球リーグ 

学校対抗 女子４部  

  成章 ３－１ 半田 成章 ３－０ 刈谷 成章 ３－０ 国府 成章 ３－１ 横須賀  優勝               

９月２日（土）愛知県秋季卓球新人大会 

〈男子シングルス〉伊奈洸輝                         ブロック優勝 

〈女子シングルス〉天野礼菜                         ブロック優勝 

９月２４日（日）第５２回一万人卓球大会 

〈女子シングルス〉天野礼菜                             優勝 

１１月３日（金）平成２９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 

〈男子学校対抗〉  ２回戦 成章 ３－０ 豊橋工業 ３回戦 成章 １―３ 桜丘 ベスト８ 

〈女子学校対抗〉  ２回戦 成章 ３－０ 豊丘   ３回戦 成章 １―３ 豊橋商業 

            ５位決 成章 ３―２ 小坂井  ５位決 成章 ３－１ 国府             

                                    第５位（県大会進出） 

 

○吹奏楽部 

７月２３日(日)  

愛知県吹奏楽コンクール東三河地区大会 (豊川市文化会館)        金賞(県大会出場) 

７月２９日(土)  

中部日本吹奏楽コンクール県大会 (西尾市民文化会館)         金賞 

８月５日(土)   

愛知県吹奏楽コンクール県大会 (豊田市民文化会館)          金賞(代表選考会出場) 

８月９日(水)   

愛知県吹奏楽コンクール代表選考会(名古屋国際会議場センチュリーホール) 

金賞(東海大会出場) 

８月２６日(土)  

東海吹奏楽コンクールＢ編成の部 (不二羽島文化センター)        金賞 

 

○野球部 

第 99 回全国高等学校野球選手権 愛知大会 

７月２日  １回戦 成章 ５－４ 日進西 

７月１５日 ２回戦 成章 ６－９ 大府 

秋季東三河地区１次リーグ戦 

８月１１日 成章 ３－７  豊橋中央   ８月１２日 成章 ０－６  時習館 

８月１４日 成章 ７－１  豊橋商業   ８月１５日 成章 １０－８ 豊橋西 

８月１７日 成章 ８－０  御津                      １次リーグ３位 

 

秋季東三河地区２次トーナメント 

８月１９日 成章 ４－２ 豊橋東   ８月２１日 成章 １－２ 国府 

８月２３日 成章 ９－６ 豊橋南                        県大会出場 
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○演劇部 

第 70 回中部日本高校演劇愛知県大会東三河地区の部（7／26～7／29）     優秀賞 

第 70 回中部日本高校演劇愛知県大会愛知県大会（8／8～8／12） 

優秀賞 （12 月に行われる中部大会に出場決定） 

 

○バスケットボール部 

平成２９年度東三河支部バスケットボール競技夏季選手権大会  

 １次リーグ ８月１０日（木） 成章 ６６－５４ 豊橋南 

       ８月１１日（金） 成章 ３２－１０６ 桜丘    結果１次リーグ２位 

 

第 47 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 46‐102 松蔭 

 

 

○バドミントン部 

〈男子〉 

・平成２９年度 愛知県公立高等学校商業科体育大会 

  ７／２７（木） 団体戦 優勝 A チーム（小久保・田中・鈴木舜・市川・尾﨑・大場・菰田）  

２回戦 本校 ３－０ 杏和  準決勝 本校 ３－０ 知多翔洋 

           決勝  本校 ３－１ 松平 A 

              第３位 B チーム（鈴木大・河合楓・岡村・岡本・加藤・井本・高橋） 

２回戦 本校 ３－０ 犬山 A  準決勝 本校 １－３ 松平 A 

  ７／２８（金） ダブルス  優勝  小久保・田中組 

                準優勝 高橋・牧野組 

                ４回戦 河合楓・岡村組、三浦・菰田組、辻・松浦組 

                ３回戦 河合将・福井組 

                ２回戦 鈴木大・岡本組、神谷・鈴木岳組 

          シングルス 優勝  尾﨑海斗 

                準優勝 加藤滉大 

                第３位 鈴木舜也 

                ４回戦 市川椋大、大場勝慎 

                出場  菅谷将都、大羽雄河、井本紘樹 

・平成２９年度 第２６回 東三河バドミントン選手権大会 

  ８／８（火） ダブルス  ベスト１６  市川・尾﨑組、高橋・牧野組、大場・岡本組 

                ３回戦    加藤・鈴木大組、岡村・河合楓組、河合将・福井組、 

菰田・神谷組、大羽・菅谷組 

               ２回戦    辻・松浦組、鈴木岳・杉田組、尾藤・榊原組、 

                      黒田・成清組 

               出場     井本・三浦組 

  ８／９（水）、１０（木） シングルス   

ベスト８  牧野滉平  ベスト１６ 尾﨑海斗 

               ４回戦   大場勝慎、市川椋大、加藤滉大、河合楓斗、菅谷将都、 

                     岡村康生、岡本真典、杉田心豊 

               ３回戦   河合将和、鈴木大晴、三浦叶大、大羽雄河、鈴木岳斗、 

                     高橋佑大朗 

               ２回戦   福井悠平、黒田佳希、榊原友哉、辻 翔真 
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               出場    成清俊太、尾藤走磨、松浦拓瑠 

・平成２９年度 愛知県高等学校新人体育大会 三河支部予選 

  ９／１８（月） ダブルス ５回戦（ベスト３２） 大場・牧野組 

               ４回戦 市川・尾﨑組、岡村・岡本組、鈴木大・井本組、 

大羽・菅谷組、加藤・河合楓組、河合将・三浦組 

               ３回戦 福井・菰田組、松浦・辻組 

               ２回戦 鈴木岳・神谷組、杉田・尾藤組、黒田・榊原組 

  ９／２３（土） 学校対抗戦  第３位 【県大会出場】 

           １回戦 本校 ３－２ 豊川工業  ２回戦 本校 ３－２ 碧南工業 

           ３回戦 本校 ３－０ 豊田西   準決勝 本校 ０－３ 豊川 

           ３位決定戦 本校 ３－２ 愛産大三河 

  ９／２４（日）、３０（土） シングルス 

           ベスト１６ 牧野滉平 【県大会出場】 ベスト３２ 大場勝慎、尾﨑海斗 

               ４回戦 鈴木大晴 

               ３回戦 市川、岡村、井本、河合楓、大羽 

               ２回戦 岡本、菅谷、三浦、松浦、辻 

                出場  河合将、加藤 

・平成２９年度 愛知県高等学校新人体育大会 

 １０／２８（土） 学校対抗戦  １回戦 本校 ２―３ 天白 

 １１／ ４（土） シングルス  ２回戦 牧野滉平 

〈女子〉 

平成 29 年度愛知県公立高等学校商業科体育大会 

（7 月 27・28 日 ウィングアリーナ刈谷、刈谷市体育館） 

団体 A  優勝（松下衣織・柴田純佳・山田陽菜・伴映里佳・遠藤汐咲姫・遠藤帆咲姫・河合美歩） 

1 回戦 シード  2 回戦 成章３－１緑丘商業  3 回戦 成章３－０松平 

準決勝 成章３－０一宮商業  決勝  成章３－０豊橋商業 

 団体 B  優勝（畠山結衣・池田千紘・伊藤衣織・織田実優・安田夢華・鈴木乃亜・杉原彩花） 

      1 回戦 シード  2 回戦 成章３－０豊田東  3 回戦 成章３－０南陽 

準決勝 成章３－２春日井商業  決勝 成章３－０若宮商業 

ダブルス 優勝 松下・柴田組  準優勝 山田・伴組 

     ベスト８ 遠藤汐・遠藤帆、織田・伊藤組、鈴木・安田組 

     3 回戦進出 畠山・村松組  出場 楠・杉原組 

シングルス 準優勝 河合美歩  4 回戦進出 杉原彩花  3 回戦進出 坂口七海 

2 回戦進出 江川美帆、池田千紘  出場 田中涼央、土井優果 

 

第 26 回東三河バドミントン選手権大会 

（8 月 8･9･10 日 豊橋市総合体育館、豊橋市下五井地区体育館） 

ダブルス   6 回戦進出【第 3 位】  山田・伴組 

       5 回戦進出【ベスト 8】 池田・河合組、織田・伊藤組 

       4 回戦進出 遠藤汐・江川組、鈴木・安田組 

       3 回戦進出 遠藤帆・畠山組、杉原彩・杉原楓組   

2 回戦進出 楠・坂口組、土井・田中組 

シングルス  6 回戦進出【ベスト 8】山田陽菜、遠藤汐咲姫 

5 回戦進出【ベスト 16】伴映里佳、河合美歩、遠藤帆咲姫、池田千紘、伊藤衣織 

4 回戦進出 江川美帆、畠山結衣、織田実優、鈴木乃亜、安田夢華、杉原彩花、 

杉原楓花、田中涼央 
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2 回戦進出 坂口七海、楠愛実、土井優果 

平成 29 年愛知県高等学校新人体育大会三河支部予選会 

（9 月 16 日・18 日・23 日・30 日 豊橋市総合体育館 刈谷市総合体育館 ウィングアリーナ刈谷・

西尾市総合体育館） 

学校対抗戦 第 3 位 【県大会進出】 

1 回戦 成章 ３－０ 松平  2 回戦 成章 ３―０ 桜丘  3 回戦 成章 ３―０ 豊田東 

準決勝 成章 ０―３ 岡崎城西  順位決定戦 成章 ０―３ 安城学園 

ダブルス  ベスト 8  伴・山田組【県大会進出】 

ベスト 16 河合・池田組【県大会進出】 

      ベスト 32 遠藤汐・遠藤帆組、織田・伊藤組、畠山・江川組、安田・鈴木組 

3 回戦進出 杉原彩・杉原楓   2 回戦進出 坂口・楠組、土井・田中組 

シングルス ベスト 16 山田陽菜【県大会進出】 

ベスト 32 伴映里佳、遠藤汐咲姫、鈴木乃亜 

4 回戦進出 河合美歩、遠藤帆咲姫、池田千紘、織田実優 

3 回戦進出 畠山結衣、江川美帆、伊藤衣織、杉原彩花 

2 回戦進出 安田夢華、杉原楓花、坂口七海、楠愛実 

平成 29 年度愛知県新人体育大会 

（10 月 28 日・11 月 3 日・4日 天白スポーツセンター ウィングアリーナ刈谷 豊川市総合体育館） 

学校対抗戦 ベスト８ 

１回戦 成章 ３－０ 修文女子   ２回戦 成章 ０－３ 星城 

ダブルス  １回戦 山田・伴組 ２－０ 星城  河合・池田組 ０－２ 愛工大名電 

      ２回戦 山田・伴組 ０－２ 名経大市邨 

シングルス １回戦 山田陽菜 ０－２ 名経大市邨 

 

○バレーボール部 

＜男子＞ 

平成２９年度愛知県高等学校バレーボール選手権大会東三河支部予選会  ７月２２日（土） 

 １回戦 成章 ２５－１４  １６－２５  ２５－１７ 国府 

 ２回戦 成章 １４－２５  １９－２５        豊川 

平成２９年度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  １０月２１日（土） 

 １回戦 成章 ２５－１４ ２５－１６ 新城東 

 ２回戦 成章 ２５－１１ ２５－１０ 豊橋中央 

＜女子＞ 

平成２９年度愛知県高等学校バレーボール選手権大会東三河支部予選会  ７月２２日（土）  

１回戦  成章 ２－０ 新城東 

２回戦  成章 ０－２ 豊丘 

 

平成２９年度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  １０月２１日（土） 

１回戦  成章 ０－２ 豊橋西 

 

○陸上部 

愛知陸上競技選手権大会兼国体東三予選 6/4,11 (豊川市陸上競技場) 

 男子 3000mSC３位 真野翔太 10.14.62   女子 100mH６位 山内麻莉 18.00    以上県大会出場 

愛知陸上競技選手権大会 ﾘﾚｰ競技 7/1,2  個人種目 7/17    (パロマ瑞穂スタジアム) 

リレー競技 男子 4×100mR  44.70   太田裕也 杉山航基 大橋侑悟 河合弘樹 

4×400mR  3.28.29 杉山航基 太田裕也 大橋侑悟 福井秀斗 
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女子 4×100mR  52.90   小久保月乃 ｼｰｾｲﾗｲﾗ 山内麻莉 服部未来 

4×400mR 4.37.04 小久保月乃 ｼｰｾｲﾗｲﾗ 山内麻莉 服部未来   出場 

 個人種目   男子 3000mSC 真野翔太 9.59.05     女子 100mH 山内麻莉 18.12     出場             

東三河１年生大会 7/21 (豊川市陸上競技場) 

  男子 走高跳１位 樋渡星宇 1.65   やり投１位 河邉大空 40.50  ３位 林凌輝 37.67 

    砲丸投４位 加藤翼 9.26  ５位 河邉大空 8.85 

  女子 100m６位 ｼｰｾｲﾗｲﾗ 13.53  200m５位 ｼｰｾｲﾗｲﾗ 27.74  1500m４位 伴遥奈 5.19.30 

高校新人陸上競技東三河予選  8/30  9/2,3〈豊橋市陸上競技場 豊川市陸上競技場〉 

 男子総合    （１２点） トラックの部８位（８点） 

   女子総合５位（１９点） トラックの部４位（１１点） フィールドの部７位（８点） 

男子 4×400mR４位 3'28"08 杉山航基、杉山裕亮、大橋侑悟、太田裕也 

5000m６位 真野翔太 16'26"70  3000mSC３位 真野翔太 9'53"79 

走高跳５位 樋渡星宇 1m70（同順位 3人によるｼﾞｬﾝﾌﾟｵﾌで敗退・県出場ならず） 

三段跳５位 鈴木英起 12m38    やり投６位 河邉大空 44m61 

女子  4×100mR ６位 51"74  小久保月乃、ｼｰｾｲﾗｲﾗ、山内麻莉、服部未来  

 200m７位 ｼｰｾｲﾗｲﾗ 26"87（6位までにｼｰﾄﾞ選手 1名を含むため県出場権獲得） 

         1500m４位 鈴木保乃花 4'56"90   ５位 鶴岡千慧 5'03"59 

         3000m４位 鈴木保乃花 10'43"45  ５位 鶴岡千慧 10'50"68 

       円盤投６位 服部未 16m67  やり投３位 山内麻莉 30m79  ４位 服部未来 29m96 

以上県新人出場 

東三河陸上競技選手権大会  10/21  (豊川市陸上競技場) 

男子 4×400mR ３位 3'30"55 杉山航基、杉山裕亮、太田裕也、大橋侑悟 

4×100mR ６位 44"49 福井秀斗、杉山航基、杉山裕亮、大橋侑悟、太田裕也 

400m６位 杉山航基 52”28 

女子 3000m３位 鈴木保乃花 10’48”84  ４位 鶴岡千慧 10’50”90  

やり投５位 山内麻莉 20m10 ６位 服部未来 28m14 

愛知県高等学校駅伝競走大会  11/5  (知多市陸上競技場発着駅伝コース) 

男子 59 位 2.33.38  真野翔太、乃一徹、岡本洋大、姫野大雅、鈴木陶矢、金稜宇、河合敦弘 

女子 20 位 1.21.42  鈴木保乃花、鶴岡千慧、鷲巣未歩、西井柚乃、伴遥奈 

 

○剣道部 

第７１回愛知県高等学校総合体育大会 剣道競技 

○団体（６／２４） 

男子 出場  １回戦 成章 ０ － ② 横須賀 

かきつばた女子剣道大会（知立市） 

女子 出場  １回戦 成章 ０ －④ 岡崎商業 

田原市剣道選手権（６／１１） 

○主な成績 

女子の部（個人）・・・第２位 早川 優 

第６３回全三河高等学校剣道大会（８／２６） 

男子 ベスト８ 

 ２回戦 成章 ③ － ０ 岡崎西 ３回戦 成章 ② － ０ 三好 準々決勝 成章 ０ － ４ 岡崎城西 

女子 ベスト１６ 

 １回戦 成章 ③ － ０ 知立 ２回戦 成章 ２ － ② 杜若 （本数差により敗退） 

 

○美術部 
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平成 29 年度アートフェスタ愛知県総合文化祭展示部門出品 平成 29 年 8 月 15 日～20 日 

立体展示部門 「好き嫌い」 3 年 草野 あかり  

 


