
平成２５年度  愛知県高等学校新人体育大会東三河予選会

【ソフトテニス部】
女子団体　　予選Bブロック９／２１，２２　　（豊川・豊橋市営テニスコート）

予選Ｂブロック 本校　３－０　宝陵
本校　３－０　御津
本校　２－１　豊橋東 Ｂブロック１位　決勝リーグ進出

決勝リーグ 本校　２－１　豊橋西
本校　０－３　成章
本校　３－０　蒲郡東
本校　０－３　豊川
本校　１－２　田口
本校　１－２　豊橋商業 以上団体５位

女子個人 ９／２８　　（豊橋商業・国府）
瀬谷・白井組 ３回戦敗退 ベスト３２（全三河大会出場）
柴田・長田組 〃 〃
高藻・佐々木組 〃 〃
村越・林　組 〃 〃
山本・中根組 ２回戦敗退
栗村・福吉組 〃
長谷・勘解由組 １回戦敗退

男子団体　　予選Cブロック９／２１　　（豊橋市営テニスコート）
予選Cブロック 本校　０－３　新城東

本校　１－２　渥美農業
本校　１－２　福江
本校　１－２　豊橋東 予選リーグ敗退

男子個人 ９／２８　　（豊川市営コート・豊川工業）
山本明・山本光組 ３回戦敗退
児玉・佐藤組 ２回戦敗退
渡邊・野村組 〃
村田・判家組 〃
張川・龍川組 初戦敗退

【柔道部】 １０／２７　　（豊橋武道館）
男子団体 １回戦 本校　２人残し勝ち　新城

２回戦 本校　３人残し負け　国府
５位トーナメント １回戦 本校　１人残し勝ち　渥美農業
５位決定戦 本校　２人残し勝ち　時習館 第５位　　県大会出場

【テニス部】 ９／７～　　（蒲郡市浜町テニスコート他）
女子団体 １回戦　　本校　１－４　時習館
女子シングルス 内田りほ ブロック優勝

【卓球部】 １０／２６　　（豊川市総合体育館）
男子 予選リーグ 本校　３－０　時習館

本校　１－３　成章 予選リーグ敗退

女子 予選リーグ 本校　３－０　新城
本校　３－２　小坂井

決勝トーナメント 本校　２－３　豊川
本校　１－２　豊橋南
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【陸上部】 ８／３１，９／１　　（豊橋陸上競技場）
男子 ４００ｍ 藤原雅浩 ５２”２２　 　５位 県大会出場

　〃 後藤康亮 ５２”２８ 　７位 〃
８００ｍ 久野裕由  ２’０６”０５ 　７位
１５００ｍ 高橋健太郎  ４’３２”０２ １４位
走幅跳 宮城好希  ６ｍ２６ 　５位 県大会出場
４００ｍR 清原・後藤康・宮城・後藤紀 ４５”５９ 　８位
１６００ｍR 後藤・藤原・鈴木・久野  ３’２９”９４ 　４位 県大会出場

女子 ８００ｍ 谷原初美 　２’３５”４４ １０位
１５００ｍ 田原純菜 　５’１６”１２ 　４位 県大会出場

【ソフトボール部】 ９／１４，２２，２３　　（新城・新城東）
予選リーグ 本校　１３－１　豊橋東

本校　  ７－０　小坂井
決勝トーナメント

初戦 本校　  ６－２　時習館
準決勝 本校　  ７－０　小坂井
決勝 本校　  ３－２　成章 優勝　　県大会出場

【水泳部】 ８／２４　　（アクアリーナ豊橋）
男子 ４００ｍ自由形 河合俊幸 ４’５１”３９ 　３位

女子 　５０ｍ自由形 横川花香 ２８”４７ 　１位
１００m自由形 横川花香  １’０２”２９ 　２位
１００m背泳ぎ 蔭山香織  １’１３”０６ 　３位
２００m背泳ぎ 蔭山香織  ２’３８”５８ 　１位

〃 鈴木琴音  ２’４８”４６ 　２位
４００ｍメドレーＲ  ４’５７”３３ 　３位
４００ｍＲ  ４’２３”５０ 　３位 総合第３位

平成２５年度  愛知県高等学校新人体育大会

【ソフトボール部】 １１／２　　（岡崎西）
本校　１－２　菊華

６月以降の大会及び前回未掲載分
平成２５年度  愛知県高等学校総合体育大会東三河予選会

【水泳部】 ６/22   （アクアリーナ豊橋）
男子 １００ｍ平泳ぎ 高橋綾介 １’１４”３３ １０位

２００ｍ平泳ぎ 高橋綾介 ２’４２”７０   ７位
４００m自由形 河合俊幸 ５’１０”７７   ７位
８００ｍＲ 鈴木・後藤・河合・千賀）

１０’１５”７２ 　６位 以上県大会出場

女子 　５０ｍ自由形 鵜沼彩乃 ２８”０７ 　２位
〃 横川花香 ２８”６２ 　３位

１００ｍ背泳ぎ 蔭山香織 １’１２”５８ 　２位
〃 高橋和樹 １’１５”１６ 　３位
〃 鈴木琴音 １’１６”１６ 　４位

１００ｍ自由形 横川花香 １’０２”１５ 　２位
〃 下川朋代 １’０５”３８ 　７位

１００mバタフライ 鵜沼彩乃 １’０３”６７ 　２位 女子総合２位
２００ｍ背泳ぎ 蔭山香織 ２’３３”８８ 　３位

〃 鈴木琴音 ２’４５”６２ 　５位
２００ｍ自由形 下川朋代 ２’２２”７０ 　４位
２００ｍ個人メドレー 高橋和樹 ２’４４”５２ 　５位
４００ｍＲ 鵜沼・高橋・蔭山・横川 ４’１７”４４ 　３位
４００ｍメドレーＲ 高橋・横川・鵜沼・蔭山 ４’４４”５０ 　２位

以上県大会出場
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【テニス部】 ４/１３，１４，２０　　　（豊橋東他）
女子シングルス 森このみ ブロック優勝

〃 伊藤千紗 ブロック優勝

女子ダブルス 森・伊藤組 ブロック優勝 以上県大会出場

【バスケットボール部】 ４/27  　（小坂井）
女子 １回戦　　　　本校　６１－７２　豊橋商業　　 １回戦敗退

平成２５年度 第６７回 愛知県高等学校総合体育大会

【水泳部】 ６/２９，３０　　（日本ガイシアリーナ）
女子 　５０ｍ自由形 鵜沼彩乃 ２８”１５ １０位

１００mバタフライ 鵜沼彩乃 １’０３”９７ 　８位
４００ｍＲ 鵜沼・下川・蔭山・横川

４’１２”１７ 　８位 以上決勝進出

決勝 １００mバタフライ 鵜沼彩乃 １’０３”７０ 　８位
　〃 ４００ｍＲ 鵜沼・下川・蔭山・横川

４’１２”１７ 　８位 以上東海大会出場

【テニス部】 ５/１１，１２　　（東山テニスセンター）
女子シングルス　１回戦 森 ０－８　　一宮西

伊藤 ０－８　　椙山
女子ダブルス　１回戦 森・伊藤組 ３－８　　椙山

その他の大会

【柔道部】 東三河体重別 ７／２８　　（豊橋武道館）
男子個人 大林駿太 ２位

馬場大輔 初戦敗退

【ソフトテニス部】
＊全三河東三河予選 ７／２０　　（豊橋西）

女子団体　予選Ｂブロック
本校　２－１　渥美農業
本校　３－０　国府
本校　１－２　豊橋西 Ｂブロック１位

　１位リーグ
本校　０－３　豊橋商業
本校　０－３　成章
本校　０－３　豊川 団体３位 全三河大会出場

＊第３０回記念近県高校研修大会 ８／６，７　　（静岡市営友度山公園庭球場）
女子リーグ戦

Ａチーム 本校　１－２　三島南Ｂ Ｂチーム 本校　０－３　浜松商業Ａ
本校　３－０　小笠 本校　２－１　富士Ａ
本校　０－３　静岡商業Ｂ 本校　１－２　星陵

リーグ３位 リーグ３位
３、４位トーナメント

Ａチーム 本校　３－０　清水東Ｂ Ｂチーム 本校　２－１　静岡連合
本校　１－２　静岡市立・豊川 本校　１－２　浜松商業Ｂ

＊第１９回ＹＯＮＥＸ＆ＧＩＦＵカップ ８／２０　　（各務原スポーツ広場）
予選トーナメント

Ｂブロック 本校　３－０　長野 Ｈブロック 豊橋選抜（本校）　０－３　多治見西
本校　１－２　大垣東 豊橋選抜（本校）　１－２　常滑
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＊第１１回全日本浜松テクノカップ大会 ８／２３　　（浜松花川運動公園テニスコート）
予選リーグ

Ｉ ブロック 本校Ａ　０－３　名古屋商業 Ｃブロック 本校Ｂ　０－３　静岡商業Ａ
本校Ａ　０－３　浜名 本校Ｂ　０－３　県岐商Ａ
本校Ａ　２－１　焼津Ｂ 本校Ｂ　０－３　四日市商業

リーグ３位 リーグ４位
３位トーナメント ４位トーナメント

本校Ａ　０－２　静岡商業 本校Ｂ　１－２　国府

＊全三河大会 ８／２２　　（安城市営テニスコート）
女子団体　予選リーグＡブロック

本校　１－２　豊田西
本校　１－２　渥美農業
本校　０－３　岡崎城西

【陸上部】
＊愛知選手権大会東三河予選兼国体東三河予選会 ６／８　（豊橋陸上競技場）

男子 ８００ｍ 久野裕由  ２’０８”７５ １２位
４００ｍＲ 清原・後藤康・宮城・後藤紀 ４４”９７ 　６位
１６００ｍＲ 藤原・宮城・後藤・久野 ３’２９”９４ 　４位
走幅跳 清原和真  ６ｍ１９ 　８位

女子 走幅跳 平野小夏  ４ｍ５７ 　８位

＊東三河１年生大会 ７／１５　　（豊橋陸上競技場）
男子 走幅跳 清原和真  ６ｍ１９ 　４位
女子 １５００ｍ 田原純菜 　５’１７”２３ 　２位

　〃 朝河愛理 　５’４９”６７ 　５位
やり投 大久保うらら ２２ｍ９５ 　３位
走高跳 今泉はるか 　１ｍ３５ 　２位

＊第３０回東三河陸上選手権大会 １０／６　　（豊橋陸上競技場）
男子 ４００ｍ 藤原雅浩 ５２”２２ 　４位

１５００ｍ 高橋健太郎 　４’１５”３７ 　２位
　〃 佐藤滉記 　４’３６”９３ 　５位
４００ｍＲ 清原・後藤紀・後藤康・宮城  ４４”５１ ７位
１６００ｍＲ 浦野・後藤康・藤原・荻原 　３’３４”００ ７位

女子 ８００ｍ 田原純菜 　２’３０”８３ 　４位
　〃 中村智香 　２’３３”００ 　５位

【バレーボール部】
＊天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権県ラウンド ７／７　　（名古屋市千種ＳＣ）

女子 本校　０－２　名古屋学院大学

＊県高校バレーボール選手権 ８／３，４　　（枇杷島スポーツセンター）
女子 １回戦 本校　２－０　啓明学館

２回戦 本校　２－０　西尾東
３回戦 本校　１－２　椙山女学園

＊全日本バレーボール高校選手権 １１／２，３　　（安城市体育館）
１回戦 本校　２－０　東海南
２回戦 本校　２－０　安城学園
３回戦 本校　０－２　椙山女学園

【剣道部】
＊全三河剣道大会 ８／２４　　（安城市体育館）

団体トーナメント
男子 本校　１－３　刈谷
女子 本校　０－４　刈谷北
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【ソフトボール部】
＊県高等学校ソフトボール選手権大会 ７／２０，２１，２２　　（蘇南公園・東海学園）

２回戦 本校　５－０　津島
３回戦 本校　３－０　岡崎
４回戦 本校　０－８　東海学園

＊全三河高校女子ソフトボール選手権大会 ８／３，４，５　　（御津・蒲郡）
１回戦 本校　６－０　知立東
２回戦 本校　８－１　三好
３回戦 本校　７－０　国府
４回戦 本校　７－０　豊田
準決勝 本校　２－１　豊川
決　勝 本校　２－０　安城学園 成績　　優 勝

【弓道部】
＊東三河支部高校選手権 １０／２７　　（蒲郡市民体育センター）

男子個人 井上晃佑 ８射７中 第４位 選抜県代表選考会出場

＊中日本近的選手権大会 ９／８　　（愛知県体育館）
男子団体 Ａ 鳥居・井上・長坂 １２射９中 第２位
男子個人 鳥居佳紘 ４射４中 第３位

【バスケットボール部】
＊全国高校バスケットボール選抜優勝大会愛知県大会１０／１９，２０　　（桜丘・名古屋南）

男子 １回戦 本校　７１－４７　豊野
２回戦 本校　９１－６６　旭野
３回戦 本校　５８－８２　鳴海

【卓球部】
＊東三河地区選手権大会 ８／８，９　　　（豊川市総合体育館）

男子団体予選リーグ
本校　３－２　新城東
本校　３－０　桜丘

決勝トーナメント
１回戦 本校　３－１　豊川工業
準決勝 本校　０－３　豊川 成績　　第３位

女子団体予選リーグ
本校　３－２　渥美農業
本校　３－０　蒲郡東

決勝トーナメント
１回戦 本校　１－３　豊川

男子シングルス 権田恵太、塩原　楓 ベスト３２
女子シングルス 土屋紗由里 ベスト８

小川真奈、鈴木博子 ベスト１６
依田佳恋 ベスト３２

＊県高等学校卓球リーグ ８／２１　　（碧南市臨海体育館）
女子４部リーグ 本校　２－３　岡崎北

本校　３－１　岡崎西
本校　３－２　名古屋商業 決勝リーグへ

決勝リーグ 本校　３－２　岡崎商業
本校　０－２　菊里 準優勝　　３部昇格

＊東海卓球選手権県予選 ９／２１　　（常滑市体育館）
ジュニア女子シングルス 土屋紗由里 県代表決定　　　本大会へ

＊一万人卓球大会 １０／６　　（豊橋市総合体育館）
女子高校生の部 土屋紗由里 準優勝
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【野球部】
＊愛知県高等学校野球選手権大会 ７／１４　（刈谷市民球場）

本校　０－１４　岡崎工業

＊東三河秋季リーグ大会 ８／１３，１５，１７　　（豊橋市民球場他）
本校　　５－８　豊橋南
本校　　３－８　豊橋工業

≪訂 正 （前回掲載分）≫
【ハンドボール部】 ４／２１　（豊橋総合体育館）

１回戦　　本校　９－１３　桜丘 得点が違っていました。

【放送部】
＊ＮＨＫ杯　全国高校放送コンテスト

７／２２～２５　　（国立オリンピック記念　青少年総合センター）
創作テレビドラマ部門　「ＮＡＴＵＲＡＬ」　準々決勝敗退

＊愛知県高等学校総合文化祭　放送部門　愛知県大会　　　１１／３　　（知立市中央公民館）
アナウンス・朗読部門予選

アナウンス部門 坂本喬俊　　　 予選落選
朗読部門 戸澤美里       決勝進出

加藤絵美里　　予選落選

決勝大会 戸澤実里       優良賞 （４～７位相当／７９人）

オーディオピクチャー部門
「おいでん豊橋～まんじゅうで活性化してもええじゃないか～」 落選

ビデオメッセージ部門
「Ｇｏｏｄモーニング」 優良賞 （３～６位相当）

【和太鼓部】 全国総合文化祭長崎大会　郷土芸能部門 ７／３１　（島原復興アリーナ）
「東海道三河祭祀」演奏

６－⑥

文化部


