
平成 26年度 部活動大会等結果報告 

【陸上競技部】 

 県総合体育大会陸上競技東三河予選 （５月３日、４日） 

  男子 １００ｍ 後藤康亮 １１“４２ ８位 

     ４×４００ｍＲ（藤原・後藤・宮城・久野） ３`２７“９４ ５位 

                           以上県大会出場 

  女子 円盤投 大久保うらら ２２ｍ４６ ８位 

【水泳部】 

第６５回浜名湾高校生選手権水泳競技大会 

平成２６年５月３１日・６月１日    於）浜松市総合水泳場 

予  選 

中西 美樹  １００ｍ自由形    ５８秒８６（３位・決勝進出） 

決  勝 

中西 美樹  １００ｍ自由形    ５８秒３２（３位） 

【柔道部】 

第 68回愛知県高等学校総合体育大会柔道競技県大会 ５月３１日 愛知県武道館 

 男子個人（体重別） 

３年馬場大輔 ２回戦敗退 

３年大林駿太 ２回戦敗退 

【剣道部】 

 第 68回愛知県高等学校総合体育大会剣道競技 東三河支部予選会 個人戦（５月６日） 

男子 片桐（豊丘） × － ○ 新城東  一回戦敗退 

    寺田（豊丘） × － ○ 小坂井  一回戦敗退 

女子 堀部（豊丘） × － ○ 渥美農業 一回戦敗退 

    藤澤（豊丘） × － ○ 国府   一回戦敗退 

 第 68回愛知県高等学校総合体育大会剣道競技 東三河支部予選会 団体戦（５月１０日） 

男子 豊丘 ３ － ２ 蒲郡東 

    豊丘 １ － ３ 時習館 

    豊丘 ２ － １ 豊橋南 予選リーグ敗退 

女子 豊丘 １ － ０ 豊橋西 

    豊丘 ０ － ３ 豊橋東 予選リーグ敗退 

【弓道部】 

 春季東三河弓道大会（３月 29日） 

  男子団体 Ａ（鳥居・井上・金子・山本・長坂） 決勝進出、決勝敗退 

  男子個人 山本 航平 決勝進出、第５位入賞 

       井上 晃佑 決勝進出、決勝敗退 

 第 68回愛知県高等学校総合体育大会弓道競技東三河支部予選会（５月３日） 

  男子団体 Ａ（鳥居・井上・堤・淺岡・長坂） 40射 21中 県大会出場 

  女子団体 Ａ（三輪田・北山・後藤・中田希・中田有） 40射 20中 県大会出場 

  男子個人 鈴木 智二、堤  一晴 ８射６中 県大会出場 

 



 第 33回砥鹿神社奉納高等学校弓道大会（５月５日） 

  男子団体 Ａ（長坂・井上・鳥居）、Ｃ（清家・鈴木・小林） 決勝進出、決勝敗退 

  女子団体 Ａ（三輪田・札場・中田） 決勝進出、決勝敗退 

  男子個人 井上 晃佑 決勝進出、第５位入賞 

       長坂 文俊、小林 勇太、淺岡  裕 決勝進出、決勝敗退 

  女子個人 中田 有紗 決勝進出、決勝敗退 

 第 68回愛知県高等学校総合体育大会弓道競技県大会１次予選（５月 24日） 

  男子団体、女子団体、男子個人 １次予選敗退 

【野球部】 

 東三河高校野球春季大会（３月 21，24，26，29日・４月１日） 

 ・１次リーグ戦 

  本校 １－８ 渥美農業（８回コールド） 

  本校 ９－７ 豊橋商業 

  本校 ８－０ 三谷水産（７回コールド） ２次トーナメント進出 

 ・２次トーナメント 

  本校 １－８ 豊橋東 （８回コールド） 

  本校 ０－８ 成章  （７回コールド） 

【男子バレーボール部】 

 第 68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 20,26日) 

  １回戦   本校 ２－０ 新城東 

  ２回戦   本校 ２－０ 時習館 

  準決勝   本校 １－２ 豊川工業 

  ３位決定戦 本校 ２－０ 豊橋工業     結果：第３位、県大会出場 

第 68回愛知県高等学校総合体育大会バレーボール競技の部(5月 17日) 

  １回戦   本校 ０－２ 東海       結果：１回戦敗退 

【女子バレーボール部】 

第 68回愛知県高等学校総合体育大会バレーボール競技の部(５月 17,18,24日) 

  １回戦   本校 ２－０ 若宮商業 

  ２回戦   本校 ２―０ 岡崎北 

  ３回戦   本校 ２―０ 東海学園     決勝リーグ進出 

  決勝リーグ 本校 ０―２ 岡崎学園 

        本校 ０―２ 豊橋中央 

        本校 ２―０ 愛知淑徳     結果：第３位、東海大会出場 

【男子バスケットボール部】 

 第 68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地区予選会（４月 26日） 

  １回戦   本校 75－43   渥美農業 

  ２回戦   本校 43－145 桜丘   ２回戦敗退 

【女子バスケットボール部】 

 第 68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地区予選会（４月 26日） 

  １回戦   本校 53－106 国府   １回戦敗退 

 

 



【ハンドボール部】 

 第 68回愛知県高等学校総合体育大会ハンドボール競技東三河支部予選会（４月 26日） 

  １回戦   本校 20－16  桜丘 

  ２回戦   本校 10－30  豊橋東  ２回戦敗退 

【卓球部】 

 第 74回愛知県高等学校卓球リーグ（３月 22日  土屋・小川・梅岡・鈴木・城所・杉原・安藤） 

  本校 ０－３ 愛知商業 

  本校 ３－２ 知立 

  本校 ３－２ 菊里 

  本校 ３－１ 向陽 

  本校 １－３ 安城農林           結果：３勝２敗 第３位  

第 38回三遠新人卓球大会（４月 13日） 

  一般女子シングルス  土屋紗由里  優勝 

第 68回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（５月３日、５日） 

 男子 

団体（中野・伊藤・権田・内藤・山本・細井・藤下・大場） 

 ２回戦   本校 ３－０ 御津 

 ３回戦   本校 ０－３ 豊川 

 敗者復活１回戦  本校 １－２ 豊橋工業  結果 ベスト８ 

ダブルス   中野伊玖麻・山本悠介    第９位 

シングルス  吉岡良祐  ３回戦 

 女子 

団体（土屋・小川・梅岡・鈴木・城所・杉原・岡本・瀬戸） 

   １回戦   本校 ３－０ 三谷水産 

   ２回戦   本校 ３－１ 成章 

   ３回戦   本校 ３－２ 蒲郡 

   準決勝   本校 ２－３ 国府 

   ３位決定戦 本校 ３－１ 豊川      結果：第３位、県大会出場 

  ダブルス   土屋紗由里・小川真奈    第５位、県大会出場 

  シングルス  土屋紗由里        第５位 県大会出場 

         小川真奈         第９位 県大会出場 

第 68回愛知県高等学校総合体育大会卓球競技（５月２４日、２５日、３１日） 

 女子 団体（土屋・小川・梅岡・鈴木・城所・杉原） 

  １回戦   本校 ０－３ 安城学園 

ダブルス  土屋紗由里・小川真奈 

  １回戦   本校 ３－０ 愛知商業 

  ２回戦   本校 ３－２ 美和 

  ３回戦   本校 ０－３ 愛み大瑞穂   結果：ベスト１６ 

シングルス 

   １回戦   小川真奈  ３－１ 津島北 

         土屋紗由里 ０－３ 安城学園 

   ２回戦   小川真奈  １－３ 光ヶ丘女子 



【サッカー部】 

第 68回愛知県高等学校総合体育大会サッカー競技東三河支部予選 

   ２回戦  本校 ６-０ 新城東 

   ３回線  本校 ０-１ 時習館 

【男子ソフトテニス部】 

第 68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 男子団体の部（４月 19日） 

Ａブロック 

   本校 ０－３ 豊川 

    本校 ０－３ 渥美農業 

     本校  ０－３  新東作手 

    本校 １－２ 蒲郡東    リーグ４位  予選敗退 

【女子ソフトテニス部】 

第 68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 女子団体の部（４月 19日） 

Ｂブロック 

   本校 ３－０ 蒲郡 

    本校 １－２ 豊橋中央 

    本校 １－２ 田口    リーグ３位  予選敗退 

  第 68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  個人戦（４月 26日） 

  １回戦  柴田・長田ペア  ４－０ 豊橋西 

       長谷・勘解由ペア ４－１ 成章 

       指宿・中村ペア  ０－４ 豊川 

       山本・牧野ペア  ０－４ 渥美農業 

       髙藻・佐々木ペア ０－４ 豊川 

       村越・林ペア   ４－２ 田口 

       瀨谷・白井ペア  ２－４ 蒲郡 

       栗村・福吉ペア  ４－２ 新城東 

  ２回戦  柴田・長田ペア  ４－３ 新城東 

       長谷・勘解由ペア ４－３ 豊橋東 

       村越・林ペア   ４－１ 豊橋西 

栗村・福吉ペア  ０－４ 豊橋中央 

  ３回戦  柴田・長田ペア  １－４ 豊川 

       長谷・勘解由ペア ０－４ 豊橋西 

       村越・林ペア   ３－４ 豊橋西 

【男子テニス部】 

 第 68回愛知県高等学校総合体育大会テニス競技東三河支部予選会（４月 12日） 

  個人戦シングルス ブロックベスト４ 大野 幹人 

  個人戦ダブルス  ブロックベスト４ 青木・石澤 


