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平成２９年度末～３０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７２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 ２位【県大会進出】 

  予選リーグ 成章２－１作手   成章３－０豊丘   成章３－０蒲郡  成章２－１新城東 

  決勝リーグ 成章１－２豊橋東  成章１－２豊川   成章２－１蒲郡東 

        成章２－１渥美農業 成章３－０豊川工業 成章２－１中央 

男子個人 第３位 鈴木・福井組  第５位 髙橋・平川組【県大会進出】 

第７２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（４／14,21,22） 

女子団体 第２位【県大会進出】 

  予選リーグ 成章３－０蒲郡東   成章３－０宝陵   成章３－０田口  成章３－０豊丘 

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

        成章１－２豊橋中央  成章２－１時習館  成章３－０豊橋商業 

女子個人 第５位 柴田・廣中組、大羽・中本組 【県大会進出】 

＜卓球部＞ 

平成３０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〉 ４月２９日（土）学校対抗  １回戦 成章 ３－２ 蒲郡東 

                   ２回戦 成章 ０―３ 豊川    ２回戦敗退 

     ５月３日（木） シングルス 伊奈洸輝             第９位（県大会進出） 

〈女子〉 ４月２９日（土）学校対抗  ２回戦 成章 ３－０ 蒲郡東 

                   ３回戦 成章 ３―１ 豊橋商業 

                   準決勝 成章 ０―３ 桜丘 

                   ３位決 成章 ３－１ 豊川    第３位（県大会進出） 

     ４月３０日（日）ダブルス  渡邉優奈・天野礼菜組       第５位（県大会進出） 

５月３日（木） シングルス  天野礼菜             第３位（県大会進出） 

＜陸上競技部＞ 

高校総体東三河予選会 4 / 28, 29, 30（豊橋市陸上競技場） 

【男子】4×400mR 4 位（杉山航基、杉山裕亮、太田裕也、大橋侑悟） 

110mH 6 位 中嶋健登  400mH 8 位 大橋侑悟  3000msc 5 位 真野翔太 

三段跳 5 位 鈴木英起  やり投 3 位 河邉大空  6 位 林凌輝 

【女子】やり投 2 位 山内麻莉                         以上県総体進出 
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＜野球部＞ 

第 68 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 23 日 成章 10  -  0 新城東   3 月 24 日 成章 11  -  1 海陽学園 

3 月 26 日 成章 6  -  1 福江     3 月 27 日 成章 6  -  0 三谷水産 

3 月 28 日 成章 2  -  5 豊川 

第 68 回愛知県高等学校優勝野球大会 東三河地区予選 二次トーナメント  

3 月 31 日 成章 11  -  0 豊橋東 

4 月  1 日 成章 5  -  2 豊橋中央   県大会進出 

＜弓道部＞ 

★平成２９年 春季東三河弓道大会 

３月２５日（日）蒲郡市民体育センター弓道場 

女子団体 優勝 成章Ａ 

男子個人 優勝 原田恭行 

女子個人 優勝 舟橋 亜美花 

 

★総合体育大会 弓道競技 東三河支部予選会 

５月３日（木）蒲郡市民体育センター弓道場 

男子団体 入賞せず（県大会へは出場） 

女子団体 第２位 成章Ａ  （県大会出場） 

男子個人 第３位 大竹春輝 （県大会出場） 

女子個人 優勝 井本いぶき （県大会出場） 

     第５位 平山怜奈 （県大会出場） 

＜ソフトボール部＞ 

第７２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予選 

準優勝 県大会出場 

予選トーナメント（４／２１・２２ 豊橋商業校） 

成章 ４―２ 国府        成章 ３―１ 豊橋商業 

決勝トーナメント（４／２８・２９ 豊丘高校） 

１回戦 成章 ５―３ 時習館   準決勝 成章 ５―４ 豊橋商業 

決 勝 成章 １―９ 豊川 

＜バスケットボール部＞ 

第７２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 ４月２１日(土) 

１回戦 成章  ８１－２４  御津     ２回戦 成章  ７６－４４  豊橋南 

３回戦 成章  ２１－１３５ 桜丘 ５位決定戦 １回戦 成章  ６１－９３  豊丘           

結果 ベスト８ 



3 
 

＜バドミントン部＞ 

〈男子〉・第７２回 愛知県高等学校総合体育大会 三河支部予選会 

  4/21 団体戦 第４位 県大会出場（尾﨑・市川・牧野・大場・髙橋・加藤・岡本・鈴木大） 

             ２回戦 本校 ３－０ 時習館  ３回戦 本校 ３－０ 刈谷 

             準決勝 本校 ０－３ 豊川 ３位決定戦 本校 ２－３ 西尾 

  4/28 シングルス ベスト１６ 牧野滉平 県大会出場 ５回戦進出 尾﨑海斗、大場勝慎 

           ４回戦進出 高橋佑大朗、岡村康生 

３回戦進出 岡本真典、加藤滉大、井本紘樹、松浦拓瑠 

           ２回戦進出 鈴木大晴、三浦叶大、菰田雄大、河合楓斗、大羽雄河、菅谷将都 

           出場    市川椋大 

  4/29･30 ダブルス ５回戦進出 大場・牧野組 

            ４回戦進出 市川・尾﨑組、加藤・高橋組、鈴木大・岡本組、岡村・河合組 

            ３回戦進出 井本・大羽組、三浦・菰田組、松浦・辻組、杉田・神谷組、 

                  鈴木岳・榊原組 

            ２回戦進出 河合将・福井組、尾藤・黒田組 

〈女子〉第 72 回 愛知県高等学校総合体育大会 三河支部予選会 

４／２１(土) 団体戦 第４位 県大会出場（山田、伴、織田、鈴木乃、伊藤、河合美、遠藤汐） 

        １回戦 本校 ３－１ 桜丘   ２回戦 本校 ３－０ 光ヶ丘女子 

        ３回戦 本校 ３－１ 豊橋南  準決勝 本校 ０－３ 岡崎城西 

      ３位決定戦 本校 ０－３ 安城学園 

４／２２(日) シングルス 

  ５回戦進出  山田陽菜、伴映里佳、遠藤汐咲姫 

  ４回戦進出  土井優果、河合美歩、伊藤衣織、鈴木乃亜、織田実優 

  ３回戦進出  江川美帆、遠藤帆咲姫、安田夢華 

  ２回戦進出  杉原楓花、田中涼、畠山結衣 

  出   場  杉原彩花 

  ４／２８(土)、４／２９(日) ダブルス 

  ５回戦進出  山田・伴 （県大会出場） 

  ４回戦進出  河合美・遠藤汐、伊藤・鈴木乃 

  ３回戦進出  江川・遠藤帆、安井・杉原彩、畠山・土井、 

  ２回戦進出  楠・杉原楓、 

  出   場  田中・鈴木す、河合陽・松下 
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＜バレーボール部＞ 

＜男子＞ 

第７2 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２２日（日） 

 １回戦  成章 １４－２５  ２４－２６ 豊橋工業               

＜女子＞ 

第７２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２２日（日） 

   １回戦 成章 ２５－１８ ２５－１７ 新城 

   ２回戦 成章 １８－２５ ２５－２３ １９－２５ 豊丘 

＜剣道部＞ 

第４５回豊橋市武道館開館記念東三河剣道大会(４／２１) 勝ち抜き戦  

男子 ベスト８ 

 ２回戦  成章 対 豊橋中央（２人残しで勝ち） 

準々決勝 成章 対 国府（代表戦で敗退） 

女子 出場 

 １回戦  成章 対 時習館（１人残しで敗退） 

 

第５６回東三河剣道大会御津大会(４／２２) 

男子 決勝トーナメント出場 

 予選リーグ ２勝 成章 ②対１ 豊橋工業   成章 ④対１ 豊橋中央 

決勝トーナメント１回戦 成章 ０対② 桜丘 

女子 予選リーグ出場 

 予選リーグ １勝１敗 成章 ０対③ 桜丘  成章 ①対１（本数差で勝ち） 

 

第７２回愛知県高等学校総合体育大会東三河予選  

○個人戦（４／３０） 

男子・・・白戸和季 ３回戦進出   金子聖 ３回戦進出   小幡隼士 １回戦 

女子・・・高野樹 ３回戦進出    早川優 ３回戦進出 

 

○団体戦（５／４） 

男子 ３位 

 予選リーグ ２勝   成章 ③対０ 豊橋工業   成章 ⑤対０ 豊橋中央 

２次リーグ １勝１敗 成章 ③対２ 豊橋西    成章 ０対③  豊川 

３位決定戦      成章  ③対１  豊橋東 

女子 予選リーグ敗退 

 予選リーグ １勝２敗 成章 ０対④ 国府     成章 ０対④ 時習館 

            成章 ③対１ 蒲郡東 


