
平成 27年度 部活動大会等結果報告（～１月） 
【男子バレーボール部】 

平成 27年度 東三河高等学校バレーボール選手権大会（12月 19日、20日） 

  予選リーグ戦 本校 ２（25－21、25－17）０ 桜丘 

         本校 ２（25－23、25－17）０ 豊橋東 

         本校 ０（23－25、22－25）２ 豊橋工業 

  決勝２位トーナメント  

         準決勝 本校 ２（25－17、25－16）０ 時習館 

         決 勝 本校 ２（25－19、18－25、25―19）１ 豊川工業  

 平成 27年度 愛知県高等学校新人体育大会 東三河支部予選会（１月９日、１０日） 

         １回戦 本校 ２（25－13、25－19）０ 桜丘 

         ２回戦 本校 ２（25－15，30－28）０ 新城東 

         準決勝 本校 １（20－25、25－20、23－25）２ 豊川工業 

         ３位決定戦 本校 １（25－23、22－25，20－25）２ 豊川  ４位 

 

【女子バレーボール部】 

 平成 27年度 全日本バレーボール高等学校選手権大会 県大会（11月７日 安城市体育館） 

  １回戦 豊丘 ２（25－ 8、25－ 6）０ 愛知商業 

  ２回戦 豊丘 ０（14－25、10－25）２ 豊橋中央 

 平成 27年度 東三河高等学校バレーボール選手権大会（12月 19日、20日） 

  予選リーグ戦 本校 ２（25－14、25－ 8）０ 桜丘 

         本校 ２（25－ 6、25－11）０ 豊橋西 

  決勝トーナメント  

         １回戦 本校 ２（25－ 8、25－15）０ 蒲郡 

         準決勝 本校 ０（14－25、19－25）２ 豊橋中央    第３位 

 平成 27年度 愛知県高等学校新人体育大会 東三河支部予選会（１月９日、１０日） 

         ２回戦 本校 ２（25－16、25－16）０ 豊橋東 

         ３回戦 本校 ２（25－18，25－10）０ 豊橋商業 

         準決勝 本校 ２（25－15、25－６）０ 蒲郡 

         決勝  本校 ２（19－25、28－26，25－18）１ 豊川   優勝 

第 39回全三河高校東西対抗バレーボール大会 

  １回戦 本校 ２（25－15，25－18）０ 岡崎北 

  準決勝 本校 １（25－20，15－25，23－25）２ 豊橋中央  第３位 

 

 



【男子バスケットボール部】 

第 46回全国高等学校選抜優勝大会愛知県大会（ＡＬＬ ＡＩＣＨＩ）（10月３日） 

１次トーナメント 

  本校 46－127 誠信           一回戦敗退 

平成 27年度愛知県高等学校新人体育大会東三河予選会（１月 16日） 

  一回戦 本校 75－72  蒲郡東 

  二回戦 本校 51－109  小坂井     二回戦敗退 

 

【卓球部】 

平成 27年度 愛知県高等学校新人体育大会 東三河支部予選（10月 31日 豊川市総合体育館） 

男子学校対抗（河根・大羽・村上・上村・鈴木・バンロイ・平久江・廣田） 

  予選リーグ 本校 １－３ 国府 

        本校 ０－３ 三谷水産  予選リーグ敗退 

女子学校対抗（西川・大林・杉山・服部・前田・望月・牧原） 

  予選リーグ 本校 ０－３ 桜丘 

        本校 ３－０ 新城 

        本校 ３－０ 三谷水産 予選リーグ２位 

  ５位決定戦  

１回戦 本校 ２－０ 豊橋南  

    ２回戦 本校 １－２ 蒲郡東  第６位 

第 55回東海卓球選手権大会（11月 13日 スカイホール豊田） 

 男子ジュニアの部 大羽史晃  ２回戦 ３－１ 加茂高校（岐阜） 

                 ３回戦 ０－３ 愛工大名電高校（愛知） 

  女子ジュニアの部 西川みなみ ２回戦 ０－３ 白子高校（三重） 

           牧原千夏  ２回戦 ３－１ 恵那高校（岐阜） 

                 ３回戦 ０－３ 名経大高蔵高校（愛知） 

【サッカー部】 

平成 27年度東三河新人サッカー競技大会（１月９日 豊橋西他） 

  １回戦 ２－１ 豊橋西 

  ２回戦 ３－３ 豊川工業 

PK ７－８ 

 

 

 

 



【女子ソフトテニス部】 

平成 27年度東三河高等学校ソフトテニス競技学年別大会（11月 21日 豊川市営テニスコート） 

 ２年生女子の部 

  渡邉・（新城高） １回戦  棄権  時習館 

    ２回戦 ０－４ 豊川 

 １年生女子の部 

  中西・伊藤  ２回戦 ４－１ 藤ノ花女子 

   ３回戦 ０－４ 豊橋中央 

  後藤・小久保 ２回戦 ４－２ 豊橋東 

   ３回戦 １－４ 豊橋中央 

  岡本・杉原  １回戦 ４－２ 藤ノ花女子 

   ２回戦 ２－４ 豊橋西 

  中嶋・髙柳  １回戦 ０－４ 成章 

 

【ハンドボール部】 

 平成 27年度 愛知県高等学校新人体育大会東三河支部予選会（11月 21・22・23日） 

                                  豊橋市総合体育館、桜丘高校 

 予選トーナメント 

  本校 18－15 蒲郡           決勝リーグ進出 

 決勝リーグ 

  一回戦 本校 23－18 国府 

  二回戦 本校 10－12 時習館 

  三回戦 本校 16－18 豊橋東      第三位 

                        ベスト７ 山口 綾賀 

 

【男子テニス部】 

平成 27年度 愛知県高等学校新人体育大会 東三河支部予選（９月５日～）  

  団体 ０－５ 海陽 

シングルス 山田拓実 ブロック準優勝 

ダブルス  鈴木・山田組 ブロック準優勝 

平成 27年度東三河高等学校テニス選手権大会（10月 30日、11月１日） 

２年シングルス 鈴木拓実 総合３位（ブロック優勝） 

 

 

 



【女子テニス部】 

平成 27年度 愛知県高等学校新人体育大会 東三河支部予選（９月５日～）  

 団体 ０－５ 小坂井 

 ダブルス     原田・清水組 ブロック２位 

 シングルス    原田佳純   ブロック best８ 

           清水萌江   ブロック best８ 

           清川風佳   ブロック best８ 

平成 27年度東三河高等学校テニス選手権大会（10月 30日、11月１日） 

 ２年シングルス  清水萌江   ブロック best８ 

  １年シングルス  各務文菜   ブロック best８ 

 

【弓道部】 

 平成 27年度愛知県高等学校学校新人体育大会弓道競技東三河支部予選（１月 24日） 

  男子団体、女子団体、男子個人、女子個人 予選通過ならず 

 

【吹奏楽部】 

平成 27年度愛知県アンサンブルコンテスト東三河地区大会（12月 26日 豊川市文化会館） 

   クラリネット四重奏 銀賞 

   打楽器五重奏    銀賞 

 

【和太鼓部】 

平成 27年度愛知県高等学校総合文化祭郷土芸能専門部県大会 優秀賞 

 

【その他】 

愛知大学 第２回高校生英語スピーチコンテスト 

優勝 ソウザ アユミ 

第９回全国高等学校英語スピーチコンテスト 東海北陸大会 

準優勝 ソウザ アユミ 

 

 

 

 

 

 


