
１１月までの主な部活動結果 

 

バレーボール部（男子） 

7月 21日 愛知県高等学校バレーボール選手権東三予選会 

(1回戦)本校０－２豊丘 

 

9月 29日 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)本校０－２国府 

 

バレーボール部（女子） 

7月 21日 愛知県高等学校バレーボール選手権東三予選会 

(1回戦)本校２－０田口 

(2回戦)本校１－２桜丘 

 

9月 29日 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)本校２－０豊橋南 

(2回戦)本校０－２豊橋商業 

 

バスケットボール部（男子） 

8月 10日 東三河支部夏期選手権大会 

(予選リーグ)本校６５－５１渥美農業 

(予選リーグ)本校６８－７４時習館 

 

10月 13・14日 全国高等学校バスケットボール選手権大会 

(1回戦)本校６４－６３刈谷北 

(2回戦)本校５６－９０東海南 

 

バスケットボール部（女子） 

8月 10・11日 東三河支部夏期選手権大会 

 ３位 本校５５－５０国府 

 

10月 13日 全国高等学校バスケットボール選手権大会 

(1回戦)本校６３－６４向陽 

 

 

 

 

剣道部 

8月 18日 全三河高等学校剣道大会 

男子団体(1回戦)本校２－２豊田高専 本数負け 

 

9月 23日 東三河剣道大会(豊川大会) 

男子団体(2回戦)本校１－３桜丘 

 

10月 27・28日  

愛知県高等学校新人体育大会剣道競技東三河支部予選会 

男子個人 第５位 長本晟弥(県大会出場) 

男子団体(予選リーグ)本校３－１豊丘 

    (予選リーグ)本校０－３豊橋南 

 

ソフトテニス部（男子） 

7月 7日 国民体育大会東三河予選会 

(2回戦) 荻原・小畑組 

     石川舜・渡邉組 

     武田・水戸組 

     箱崎・池畑組 

(3回戦) 石川壮・今組 

      山本・須藤組 

      松井・鈴木組 

 

7月 14日 全三河高等学校ソフトテニス競技東三河予選会 

(団体)本校１－２豊川 

   本校１－２蒲郡東 

   本校２－１豊橋商業 

 

9月 17・24日 新人体育大会支部予選 

団体(予選リーグ)本校０－３蒲郡東 

        本校２－１豊川 

        本校２－１豊橋商業 

(個人)ベスト 32 石川壮・今組 ※全三河大会出場 

(2回戦) 石川舜・渡邉組   松井・鈴木組 

      箱崎・池畑組     山本・須藤組 

      水戸・武田組    後藤・榊原組 

      荻原・小畑組 

(1回戦) 高橋・牧野組    杉浦・八木組 

 

 



ソフトテニス（女子） 

7月 7日 国民体育大会東三河予選会 

(3回戦) 三浦・伊藤組 

      園田・犬塚組 

 

7月 14日 全三河高等学校ソフトテニス競技東三河予選会 

(団体)本校２－１国府 

   本校１－２時習館 

   本校０－３豊川 

   本校３－０蒲郡 

 

8月 5日 第 37回中日新聞社杯東三河ソフトテニス大会 

(個人)ベスト 16  三浦・伊藤 

8月 9・10日 第 10回豊川おいでん杯 

(団体)予選リーグ 5位 

(団体)Ｂチームリーグ 3位 

 

8月 19日 くろまつ杯大会 

(個人)ベスト 16  三浦・犬塚 

 

9月 16・17日 新人体育大会支部予選 

(団体)予選リーグ 1位 

    本校１－２成章    本校３－０御津 

    本校３－０新城    本校２－１時習館 

(団体)決勝リーグ 5位 ※県大会出場 

    本校０－３豊橋中央  本校０－３豊川 

    本校１－２豊橋商業  本校３－０豊橋東 

    本校２－１豊丘    本校２－１新城東 

    本校２－１時習館(予選結果持ち越し) 

 

陸上競技部 

8月 5日 第 70回豊橋市民陸上競技選手権大会 

一高女子走幅跳  3位 熊谷弥音  4ｍ70 

 

9月 1・2日  

愛知県高等学校新人体育大会陸上競技大会東三河予選会 

 女子ハンマー投げ  2位 石原愛  16ｍ35 

 男子走高跳     3位 小田純大  1ｍ75 

 

 

サッカー部 

8月 17・21日 第 97回全国高等学校サッカー選手県大会 

東三河支部予選会 

(2回戦)本校１－０豊橋東 

(3回戦)本校１－１０豊川工業 

 

水泳部 

6月 16日  

愛知県高等学校総合体育大会水泳競技東三河支部予選会 

(男子)県大会出場 

400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 水野・佐藤・原田・和田(7位)4:28.94 

400ｍリレー 水野・和田・佐藤・原田(5位)3:57.02 

50ｍ自由形 水野修吾(8位)26.08 

(女子)県大会出場 

50ｍ自由形 鈴木美侑(8位)29.08 

100ｍ背泳ぎ 鈴木美侑(7位)1:14.50 

 

7月 28日 H30年度東三河高等学校水泳選手権大会 

男子 200ｍ個人メドレー 原田秀(優勝)2:25.28 

 

7月 29日 第 53回清川記念エージグループ記録会 

男子 200ｍ個人メドレー 原田秀(2位)2:23.03 

男子 100ｍ平泳ぎ 佐藤開宥(2位)1:13.28 

 

8月 24日  

H30年度愛知県高等学校新人体育大会東三河支部予選会 

(男子)県大会出場 

400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 原田・佐藤・米本・八木 4:31.47 

50ｍ自由形 八木風企 27.43 

      和田楓河 26.73 

100ｍ背泳ぎ 藤田涼矢 1:14.51 

100ｍ平泳ぎ 菅沼歩夢 1:16.40 

       石川開登 1:14.64 

       佐藤開宥 1:12.74 

100ｍバタフライ 米本歩夢 1:06.91 

200ｍバタフライ 柿下侑大 2:43.67 

(女子)県大会出場 

200ｍ背泳ぎ 竹下真実 3:04.49 

 

 



卓球部 

7月 30・31日 H30年度東三河地区高等学校卓球選手権大会 

(団体) 本校１－３豊橋南 

     本校０－３新城東 

(個人)(2回戦)矢田０－３国府 

   (2回戦)金井０－３豊川工業 

   (2回戦)村田０－３豊川工業 

 

文芸部 

第 29回伊藤園おーいお茶新俳句大賞 

佳作特別賞 北川順子「寒明やレターセットを買いに行く」 

佳作 柴田莉穂「風光る校舎を抜けるファンファーレ」 

 

第 17回りんり俳句大賞 1学期の部 

高校生の部 銀賞 柴田莉穂 「教室にノート一冊五月闇」 

      銀賞 丸山千尋 「子供らの声を飲み込む鯉幟」 

 

第 42回全国高等学校総合文化祭 

文化連盟賞 大山詩步 

 

8月 26日 第 3回高校生万葉短歌バトル in高岡 

(団体) 優秀賞 大山詩步・北川順子・峯田静里香 

第３３回高岡万葉祭り全国万葉短歌大会 

(ジュニアの部)優秀賞 北川順子 

「爽やかな空に向かって背伸びするスカート揺れてサ行の気分」 

 

写真部 

明治安田生命 2017マイハピネスフォトコンテスト 

(佳作) 小林希紀  藤田薫  重松雅寅  

 牧野七海  磯辺未月 

 

2018 U-18ヤングフォトコンテスト 

(メーカー賞) 櫛田凜 

 

第 2回 NFCC高校生フォトコンテスト 

(入選) 重松雅寅 


