
平成 28年度 部活動大会等結果報告   

【弓道部】 

第 70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 

女子団体Ａ（石田・榎・谷田・小野・須貝） 40射 21中 県大会出場 

男子個人 丸地 啓恭 ８射６中 県大会出場 

女子個人 石田 萌恵 ８射６中 県大会出場 

谷田有香莉 ８射６中 県大会出場 

砥鹿神社弓道大会（５月５日） 

 女子団体Ａ 予選通過、決勝で優勝 

 女子団体Ｂ 予選通過、決勝で敗退 

 女子個人  須貝 紀香 予選通過、決勝で敗退 

道場記念弓道大会（６月） 

 男子個人 三島 淳平（第５位） 

 女子個人 濵口 碧海（第６位） 

東三河支部高等学校弓道選手権大会（８月 27日） 

 男子団体Ａ 予選通過、決勝で敗退 

 女子団体Ａ 予選通過、決勝で敗退 

 男子個人 三島 淳平 予選通過、決勝で第５位 

      髙木 遼大 予選通過、決勝で敗退 

市民スポーツ祭弓道大会（９月 18日） 

 男子個人 大林 優作 第４位 

      松河 圭亮 予選通過 

愛知県高等学校弓道選抜大会東三河支部予選 

 男子団体Ａ 24射 13中 県大会出場 

 女子団体Ａ 24射 11中 県大会出場 

 男子個人  三島 淳平 ８射８中 第２位、県大会出場 

 女子個人  神谷 明香 ８射５中 県大会出場 

市民スポーツ祭弓道大会（９月 18日） 

 男子個人 大林 優作 第４位 

      松河 圭亮 予選通過 

愛知県高等学校弓道選抜大会東三河支部予選 

 男子団体Ａ 24射 13中 県大会出場 

 女子団体Ａ 24射 11中 県大会出場 

 男子個人  三島 淳平 ８射８中 第２位、県大会出場 

 女子個人  神谷 明香 ８射５中 県大会出場 

 

【剣道部】 

第 70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 

男子 安藤（豊丘）○－× 三谷水産 

   安藤（豊丘）×－○ 豊橋商業 ２回戦敗退 



   稲垣（豊丘）×－○ 時習館  １回戦敗退 

女子 石川（豊丘）○－× 成章 

    石川（豊丘）○－× 蒲郡東 

   石川（豊丘）×－○ 桜丘   ３回戦敗退 

   國嶋（豊丘）○－× 新城東 

   國嶋（豊丘）×－○ 桜丘   ２回戦敗退 

団体戦 

男子 予選リーグ 

豊丘０－５ 小坂井 

    豊丘３－２ 豊橋南 

    豊丘３－０ 新城  予選リーグ敗退 

女子 予選リーグ 

豊丘２－２ 蒲郡（豊丘本数勝ち） 

    豊丘３－１ 宝陵 

    豊丘０－４ 桜丘  予選リーグ２位 

    決勝リーグ 

    豊丘１－３ 国府 

    豊丘０－５ 豊川  順位決定戦へ 

    ５位６位決定戦 

    豊丘１－４ 藤ノ花 総合６位 

第 62回全三河高等学校剣道大会 

男子団体戦 

豊丘 ０－４ 岡崎北 １回戦敗退 

女子団体戦 

豊丘 ４－０ 安城東 

豊丘 ０－４ 岡崎城西 ２回戦敗退 

新人戦東三河支部予選 個人戦（10月 29日） 

男子 

稲垣（豊丘）×－○ 豊川工業 １回戦敗退 

安藤（豊丘）×－○ 成章   １回線敗退 

女子 

石河（豊丘）×－○ 藤ノ花  １回戦敗退 

伊藤（豊丘）○－× 藤ノ花 

       ×－ ○豊橋東  ベスト８（県大会出場） 

新人戦東三河支部予選 団体戦（10月 30日） 

男子 予選リーグ 

豊丘 ４－０ 豊橋南 

豊丘 ０－４ 豊川工業 予選リーグ敗退 

女子 予選リーグ 

豊丘 ２－１ 宝陵 

豊丘 ０－４ 桜丘 リーグ２位、決勝トーナメントへ 



女子 決勝リーグ 

豊丘 １－４ 国府 

豊丘 ０－５ 豊川 リーグ３位、５、６位決定戦へ 

５、６位決定戦 

豊丘 ０－４ 藤ノ花 総合６位 

 

【サッカー部】 

第７０回愛知県高等学校総合体育大会東三河支部予選会サッカー競技(4月 17日(日)、23日(土)) 

１回戦 なし（シードのため） 

２回戦 本校 ４－０ 蒲郡 

３回戦 本校 １－４ 豊橋南 

平成２８年度東三河新人サッカー競技大会（１月７日） 

 １回戦 本校 ０－２ 蒲郡 

 

【柔道部】 

第 70回愛知県高等学校総合体育大会柔道競技 県大会 

女子個人 ５／１４，男子個人 ５／３０ 愛知県武道館 

女子個人 ５／１４ 

渡邉春花（豊丘） －○ 半田東 

男子個人 ５／３０ 県武道館 

 松岡威都（豊丘） －○ 半田工業 

 個人戦は，男子女子ともに，初戦敗退 

団体戦は，出場せず 

東三河体重別大会（７月３１日（日）） 豊橋武道館 

男子個人 ２年 松岡威都 初戦敗退 

女子個人 ２年 渡邉春花 ３位 

全三河個人 兼新人戦個人予選（１１月１３日（日）） 蒲郡武道館 

 男子個人（体重別） ２年 松岡威都 ２回戦敗退 

 女子個人（体重別） ２年 渡邉春香 初戦敗退 

新人戦男子個人県大会（1 月２８日（土）） 県武道館 

 男子個人（体重別） ２年 松岡威都 初戦敗退 

 

【水泳部】 

第６７回浜名湾高校生選手権水泳競技大会  平成２８年６月４日・５日 於）浜松市総合水泳場 

予選 

「男子」 

早川 滉貴  ２００ｍ自由形  ２分０５秒３６（落選） 

早川 滉貴  １００ｍ自由形    ５７秒６８（落選） 

田村 美樹   ５０ｍ自由形    ２８秒７２（落選） 

山口 智至   ５０ｍ自由形    ２９秒１６（落選） 

大井 健士朗 ２００ｍ背泳ぎ  ２分４０秒２２（落選） 



大井 健士朗 １００ｍ背泳ぎ  １分１２秒０８（落選） 

水鳥 祐太  １００ｍ自由形  １分０６秒５３（落選） 

相澤 脩斗  １００ｍ自由形  １分０６秒０１（落選） 

「女子」 

池田 楓加   ５０ｍ自由形    ３４秒２２（落選） 

沓名 里桜   ５０ｍ自由形    ３０秒４６（落選） 

沓名 里桜  １００ｍ自由形  １分０７秒０２（落選） 

石原 樹   ２００ｍ自由形  ２分２５秒０９（落選） 

中西 美樹  ２００ｍ自由形  ２分１２秒４１（落選） 

中西 美樹  １００ｍ自由形    ５９秒４２（５位・決勝進出） 

堀田 歩   １００ｍ自由形  １分０２秒７３（落選） 

原田 華帆   ５０ｍ自由形    ３４秒９８（落選） 

兵藤 里咲   ５０ｍ自由形    ３２秒３９（落選） 

鈴木 弓響  ２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ ２分４３秒５４（落選） 

小棚木こまち ２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ ２分３４秒２１（落選） 

小棚木こまち １００ｍ平泳ぎ   １分１９秒１７（落選） 

原田 夏帆  １００ｍ平泳ぎ  １分３１秒６７（落選） 

早川夏笑菜  １００ｍ平泳ぎ  １分２８秒１６（落選） 

柴田 歩実  １００ｍ背泳ぎ  １分３３秒０９（落選） 

中西 咲樹  １００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ  １分０６秒４８（落選） 

決勝 

中西 美樹  １００ｍ自由形    ５９秒２９（６位） 

タイムレース決勝 

男子  ４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ （山口・水鳥・早川・田村）   ４分３７秒８４（３９位） 

男子  ２００ｍリレー （早川・水鳥・大井・田村）    １分５０秒９９（３２位） 

女子  ４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ（中西美・堀田・中西咲・小棚木）４分４６秒５８（２１位） 

女子  ２００ｍリレー （沓名・石原・池田・中西）    ２分０２秒７４（２６位） 

女子  ４００ｍリレー （中西美・堀田・沓名・中西咲） ４分１０秒９３（１４位） 

第７０回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 

                      平成２８年６月１８日（土）アクアリーナ豊橋 

（県大会出場及び８位以内） 

「男子」 

４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ  （宮崎・早川・山口・大井）  ４分３０秒６８   ８位（県大会出場） 

４００ｍリレー   （早川・宮崎・山口・大井）  ３分５７秒８４   ６位（県大会出場） 

２００ｍ自由形    早川 滉貴    ２分０４秒０６        ４位（県大会出場） 

１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ    早川 滉貴    １分００秒７３        ７位（県大会出場） 

４００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ   山口 智至    ５分３４秒０５        ７位 

「女子」    総合 ２位 

４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ  （中西美・小棚木・中西咲・堀田） ４分４０秒９２  ３位（県大会出場） 

４００ｍリレー   （中西美・堀田・小棚木・中西咲） ４分０７秒２９  ２位（県大会出場） 

８００ｍリレー   （中西美・石原・小棚木・堀田）  ９分２６秒０２   ２位（県大会出場） 



２００ｍ自由形    堀田 歩     ２分１３秒９９       ３位（県大会出場） 

２００ｍ自由形    石原 樹     ２分２６秒３７       ６位 

４００ｍ自由形    鈴木 弓響    ４分５７秒４７       ４位（県大会出場） 

４００ｍ自由形    石原 樹     ５分０４秒７７       ５位（県大会出場） 

２００ｍ平泳ぎ    原田 夏帆    ３分２９秒４２       ６位 

２００ｍ背泳ぎ    平川 花帆    ２分４７秒４３       ５位 

２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ   小棚木 こまち   ２分３２秒７７       ４位（県大会出場） 

２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ   鈴木 弓響    ２分４２秒１９       ６位（県大会出場） 

２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ   早川 夏笑菜    ２分４５秒４８       ７位（県大会出場） 

  ５０ｍ自由形    中西 美樹      ２７秒７５       ４位（県大会出場） 

  ５０ｍ自由形    中西 咲樹      ２９秒２４       ８位（県大会出場） 

５０ｍ自由形    沓名 里桜      ３０秒３７      １０位（県大会出場） 

１００ｍ平泳ぎ    小棚木 こまち   １分１９秒７６       ３位（県大会出場） 

１００ｍ平泳ぎ    早川 夏笑菜     １分２８秒１３       ７位（県大会出場） 

１００ｍ自由形    中西 美樹      ５９秒７４       ２位（県大会出場） 

１００ｍ自由形    堀田 歩     １分０２秒６８       ７位（県大会出場） 

１００ｍ自由形    沓名 里桜    １分０５秒９５       ９位（県大会出場） 

１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ    中西 咲樹    １分０６秒５５       ４位（県大会出場） 

第７０回愛知県高等学校総合体育大会水泳競技大会 

           平成２８年６月２５日（土）・２６日（日） 日本ガイシアリーナ（競泳プール） 

男子 

「予選」 

４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ  （宮崎・山口・早川・大井） ４分２６秒５５    ３１位 

４００ｍリレー   （早川・山口・宮崎・大井） ３分５６秒５７    ２１位 

１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ    早川 滉貴    １分００秒１４        ２０位 

２００ｍ自由形    早川 滉貴    ２分０３秒８７        ２５位 

女子    総合 ６位 

「予選」 

４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ  （中西美・小棚木・中西咲・堀田）  ４分３６秒６７   ９位（決勝進出） 

４００ｍリレー   （中西美・堀田・小棚木・中西咲）  ４分０８秒２９   ８位（決勝進出） 

４００ｍ自由形    鈴木 弓響    ４分５９秒３７        ２５位 

４００ｍ自由形    石原 樹     ５分０３秒４４        ２９位 

２００ｍ自由形    堀田 歩     ２分１６秒９１        ２０位 

２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ   小棚木こまち   ２分３０秒７９        １４位 

２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ   鈴木 弓響    ２分４２秒９９        ２４位 

２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ   早川 夏笑菜   ２分４６秒１５        ３０位 

１００ｍ平泳ぎ    小棚木こまち   １分１９秒０９        ２２位 

１００ｍ平泳ぎ    早川夏笑菜    １分２７秒２１        ４６位 

  ５０ｍ自由形    中西 美樹      ２７秒５９         ３位（決勝進出） 

  ５０ｍ自由形    中西 咲樹      ２９秒４８        ３１位 

  ５０ｍ自由形    沓名 里桜      ３０秒８０        ５８位 



１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ    中西 咲樹    １分０６秒８０        １８位 

１００ｍ自由形    中西 美樹      ５９秒４７         ２位（決勝進出） 

１００ｍ自由形    堀田 歩     １分０３秒３２        ２６位 

１００ｍ自由形    沓名 里桜    １分０７秒６７        ６４位 

「決勝」 

１００ｍ自由形    中西 美樹           ５８秒８２    ３位（東海大会出場）  

５０ｍ自由形    中西 美樹           ２７秒４６    ４位（東海大会出場） 

４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ （中西美・小棚木・中西咲・堀田） ４分３６秒３５  ９位 

４００ｍリレー  （中西美・堀田・小棚木・中西咲） ４分０５秒１７  ６位（東海大会出場） 

８００ｍリレー  （小棚木・石原・堀田・中西美）  ９分２１秒８４ １０位 

  ＊女子８００ｍリレー（東海大会・全国大会未実施種目）はタイムレース決勝による。 

第６３回東海高等学校総合体育大会水泳競技大会 

          平成２８年７月２２日（金）～２４日（日） 岐阜県岐阜市 長良川スイミングプラザ 

「予選」 

女子４００ｍフリーリレー（中西美樹・堀田 歩・小棚木こまち・中西咲樹）４分０６秒６１ １０位 

５０ｍ自由形  中西 美樹 ２６秒９８ ３位（決勝進出・全国大会標準記録突破・全国大会出場） 

１００ｍ自由形  中西 美樹 ５８秒８２ ４位（決勝進出） 

「決勝」 

５０ｍ自由形  中西 美樹 ２６秒７７ ３位（全国大会標準記録突破・全国大会出場） 

１００ｍ自由形  中西 美樹 ５８秒５０ ３位（全国大会標準記録突破・全国大会出場） 

平成２８年度 全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 

          平成２８年８月１７日（水）～２０日（土）広島県広島市 広島ビッグウェーブ 

「予選」 

５０ｍ自由形  中西 美樹     ２７秒５２  ５２位（落選） 

１００ｍ自由形  中西 美樹    １分００秒１０  ５６位（落選） 

平成２８年度東三河高等学校選手権大会結果平成２８年７月３０日（土） （３位以内）  於）御津高校 

「男子」 

２００ｍ自由形    早川 滉貴    ２分０６秒９５       ２位 

１００ｍ自由形    早川 滉貴      ５７秒２７       １位 

「女子」 

２００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ（中西・堀田・小棚木・早川）  ２分１５秒００     ２位 

２００ｍリレー （小棚木・中西・堀田・鈴木）  １分５９秒４６     ２位 

１００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ   小棚木 こまち  ２分３３秒８８       ２位 

２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ   中西 咲樹    ２分３４秒９７       ３位 

１００ｍ平泳ぎ    小棚木 こまち  １分２０秒１５       １位 

５０ｍ自由形    堀田 歩       ２９秒００       ３位 

５０ｍ平泳ぎ    堀田 歩       ３７秒６０       ２位 

５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ    中西 咲樹      ３０秒１７       １位 

平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会水泳競技東三河支部予選会 （６位以内および県大会出場） 

                      平成２８年８月２４日（水）アクアリーナ豊橋 

「男子」 



４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ  （大井・田村・早川・山口）  ４分３１秒４０  ４位（県大会出場） 

４００ｍリレー   （早川・山口・田村・大井）  ４分０１秒５４  ５位（県大会出場） 

４００ｍ自由形    早川 滉貴    ４分２６秒５９       ３位（県大会出場） 

１００ｍ背泳ぎ    近田 佑太    ２分５８秒４３       ６位 

２００ｍ自由形    早川 滉貴    ２分０６秒１０       ２位（県大会出場） 

２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ   山口 智至    ２分３２秒５２       ８位（県大会出場） 

２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ   水鳥 祐太    ２分３８秒４７      １２位（県大会出場） 

５０ｍ自由形    大井 健士朗     ２７秒４５      １３位（県大会出場） 

１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ     山口 智至    １分０８秒７８      １５位（県大会出場） 

「女子」    総合  優 勝 

４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ  （早川・小棚木・中西・堀田）  ４分４９秒５４ １位（県大会出場） 

４００ｍリレー   （鈴木・小棚木・中西・堀田）  ４分１６秒４２  １位（県大会出場） 

４００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ   早川 夏笑菜   ５分４７秒９７       ２位（県大会出場） 

４００ｍ自由形    鈴木 弓響    ５分０４秒３７       ２位（県大会出場） 

２００ｍ平泳ぎ     早川 夏笑菜    ３分０４秒２８       １位（県大会出場） 

２００ｍ平泳ぎ    原田 夏帆    ３分２９秒５１       ６位（県大会出場） 

２００ｍ自由形    堀田 歩     ２分１５秒０１       １位（県大会出場） 

２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ   小棚木 こまち  ２分３３秒５９       ２位（県大会出場） 

２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ   鈴木 弓響    ２分４４秒９８       ３位（県大会出場） 

５０ｍ自由形    堀田 歩       ２９秒４０       ２位（県大会出場） 

１００ｍ自由形    中西 咲樹    １分０３秒００       ２位（県大会出場） 

１００ｍ自由形    兵藤 里咲    １分１０秒８９       ９位（県大会出場） 

１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ    中西 咲樹    １分０６秒７５       ２位（県大会出場） 

１００ｍ平泳ぎ     小棚木 こまち  １分１９秒６７       １位（県大会出場） 

１００ｍ平泳ぎ    原田 夏帆    １分３４秒２９       ８位（県大会出場） 

平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会水泳競技大会 

                    平成２８年９月１７日（土）日本ガイシアリーナ 

「男子」      

４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ  （大井・田村・早川・山口）    失格 

４００ｍリレー   （早川・山口・田村・大井）  ４分０２秒６３ ３９位 

４００ｍ自由形    早川 滉貴    ４分３０秒０１      １７位 

２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ    山口 智至    ２分２８秒５７      ２４位 

２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ    水鳥 祐太    ２分４３秒９２      ３９位 

  ５０ｍ自由形    大井 健士朗     ２８秒０９      ６１位 

「女子」     

４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ  （早川・小棚木・中西・堀田） ４分５５秒６２ １５位 

４００ｍリレー   （鈴木・中西・小棚木・堀田） ４分２０秒８５ １３位 

４００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ   早川 夏笑菜   ５分４１秒７１       ６位 

２００ｍ自由形    堀田 歩     ２分１３秒６８       ５位 

２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ   小棚木 こまち  ２分３５秒４６       ５位 

２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ   鈴木 弓響    ２分４３秒６０      １１位 



１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ    中西 咲樹    １分０７秒００       ８位 

１００ｍ平泳ぎ    原田 夏帆    １分３６秒４０      ４１位 

１００ｍ自由形    兵藤 里咲    １分１２秒１４      ４６位 

 

【男子ソフトテニス部】 

第７０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 月 16 日(土)・29 日(金)・30 日

(土)） 

団体戦 Ｄブロック・予選リーグ敗退 

個人戦 酒井・西山 ベスト８（県大会出場） 

平成２８年度国民体育大会ソフトテニス競技少年の部東三河予選会（７月９日（土）） 

西山・大城 ベスト１６（県大会出場決定戦敗退） 

平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技東三河支部予選会（９月 17日(土)、22日（木）） 

団体戦 Ａブロック・予選リーグ敗退 

  本校 ０－３ 豊川 

  本校 １－２ 豊橋中央 

  本校 １－２ 国府 

個人戦 

西山・大城 ベスト３２ 

 

【女子ソフトテニス部】 

第７０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予選会（4月 16 日(土)・29 日(金)・30日(土)） 

団体戦 本校 ０－３ 成章 

(予選) 本校 ３－０ 福江 

  本校 １－２ 藤ノ花 

  本校 １－２ 田口  Ｃブロック・予選敗退 

個人戦 後藤・小久保 ２回戦 ４－１ 藤ノ花 

   ３回戦 ４－２ 豊橋中央 

   ４回戦 ２－４ 渥美農業 

  岡本・佐宗 ２回戦 ４－２ 渥美農業 

   ３回戦 １－４ 豊橋商業 

  鈴村・黒田 １回戦 ４－０ 蒲郡 

   ２回戦 ０－４ 豊川 

  渡辺・杉原 １回戦 ４－２ 豊橋西 

   ２回戦 １－４ 田口 

  中西・伊藤 ２回戦 ４－０ 豊橋東 

   ３回戦 １－４ 豊橋中央 

平成 28年度全三河高等学校ソフトテニス競技東三河予選会（7月 16日・8月 18 日） 

団体戦 本校 ０－３ 豊橋中央 

  ３－０ 蒲郡 

  ３－０ 国府  Ａブロック 2位 

  本校 ３－０ 田口 



  １－２ 渥美農業 

  ３－０ 蒲郡東  ２位リーグ２位 

  本校 ０－３ 豊田大谷 

  ２－１ 成章 

  ３－０ 岡崎北  Ｄブロック予選敗退 

平成 28年度国民体育大会ソフトテニス競技少年の部東三河予選会（7月 10日） 

個人戦 後藤・小久保 ベスト１６ 

  中西・伊藤 ベスト１６ 

   他 ５組 ３回戦以下敗退 

平成 28年度愛知県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技東三河予選会（9月 17日・9月 24日・10月 2日） 

団体戦 本校 ２－１ 豊橋商業 

  ３－０ 蒲郡 

  ３－０ 新城東 

  ２－１ 時習館  Ｃブロック優勝 

  本校 ２－１ 豊橋中央 

  ２－１ 豊川 

  ０－３ 成章 

  ２－１ 豊橋東 

  ２－１ 田口 

  ２－１ 豊橋商業 

  ３－１ 藤ノ花女子 決勝リーグ３位 県大会進出 

個人戦  鈴村・佐宗  ベスト１６ 敗者復活 県大会進出 全三河（個人）出場 

後藤・小久保 ベスト３２ 全三河（個人）出場 

     他 ４組 ２回戦以下敗退 

平成 28年度愛知県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技 県大会（10月 23日・10月 29日） 

団体戦 本校 ２－１ 常滑 

  １－２ 緑 

個人戦 鈴村・佐宗 ３－４ 小牧高校 

 

平成 28年度東三河高等学校ソフトテニス競技学年別大会（11月 12日） 

 ２年生  後藤・小久保 ５位入賞 

 

【ソフトボール部】 

第７０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支部予選会 

（4月 16日(土)・23日(土)・24日(日)） 

予選リーグ 

本校 ９―０ 国府 （５回コールド） 

本校 １―０ 藤ノ花女子 

決勝トーナメント 

１回戦  本校 １４―１ 蒲郡東 

２回戦  本校 ６―２ 豊川 



決勝戦  本校 ０－１ 豊橋商業  二位で県大会へ 

第７０回愛知県高等学校総合体育大会ソフトボール競技（5月 28日(土)・29日(日)・6月 4日(土)） 

１回戦  本校 １０― ０東海南  （４回コールド） 

２回戦  本校  ０― ３聖霊 

平成２８年度市長杯  優 勝 

 ６月１１日・１２日 会場：豊橋南高校 

平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会ソフトボール競技 

東三河支部予選    優 勝 

（予選リーグ） 

本校 １１―４  蒲郡 

本校  ２－０  国府 

本校  ４－２  藤ノ花女子  全勝 

（決勝トーナメント） 

  本校  ７―４  時習館・豊橋東合同 

  本校  ４－２  豊川 

決勝戦   

  本校  ２－１  豊橋商業 

 

【卓球部】 

第 40回三遠新人卓球大会（４月９日 豊橋市総合体育館）  

一般女子の部 準優勝 西川 みなみ 

第 36回全三河卓球大会 

一般女子の部 第３位 牧原 千夏 

第 70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・４日 豊川市総合体育館） 

学校対抗 

男子（河根・大羽・河合・平野・村上蓮・上村・平久江・小林） 

       ２回戦 本校 ３－１ 豊橋工業 

       ３回戦 本校 ２－３ 渥美農業 

 五位決定戦 １回戦 本校 ２－０ 豊川工業 

       ２回戦 本校 １－２ 成章  結果：第６位 

女子（西川み・大林・杉山・服部・前田・望月・髙石・牧原） 

       １回戦 本校 ３－０ 豊橋南 

       ２回戦 本校 ３－１ 福江 

       ３回戦 本校 １－３ 国府 

 五位決定戦 １回戦 本校 ２－０ 新城  

       ２回戦 本校 １－２ 蒲郡東 結果：第６位 

シングルス 

男子 ベスト３２ 大羽 史晃 

           バンロイ ジョシュア 

女子 第１８位  牧原 千夏 

ダブルス 



男子 ベスト１６ 大羽史晃・村上蓮太 

         平久江秀斗・上村夏生   

女子 第３位 牧原千夏・西川みなみ（県大会出場） 

 

第 70回愛知県高等学校総合体育大会卓球競技（５月２２日 名東スポーツセンター） 

 女子ダブルス 西川み・牧原 １回戦 ３－０ 大府東 

               ２回戦 ０－３ 愛み大瑞穂 

平成 28年度国民体育大会卓球競技少年の部東三河予選会（５月２９日 豊川市総合体育館） 

 男子予選通過者 第３位 村上 凌太 

         第９位 平久江 秀斗 

         第９位 バンロイ ジョシュア 

         第１７位 廣田 竣介 

 女子予選通過者 推薦 西川 みなみ，牧原 千夏 

平成 28年度国民体育大会卓球競技少年の部愛知県一次予選会（６月２５日 緑スポーツセンター） 

 男子 １回戦 村上   ０－３ 

        バンロイ ０－３ 

    ２回戦 平久江  ０－３ 

        廣田   ０－３ 

 女子 ２回戦 牧原   ３－０ 佐屋 

    ３回戦 牧原   ３－２ 安城学園 

    ４回戦 牧原   １－３ 修文女子   

東三河高等学校卓球選手権大会（８月８・９日 豊川市総合体育館） 

男子団体１部（平久江・上村・バンロイ・小林・村上凌） 

  予選リーグ 本校 ３－１ 豊橋工業 

        本校 ３－０ 御津 

  １回戦   本校 ０－３ 豊川  結果 ベスト８ 

女子団体１部（牧原・西川・牧野・前田） 

  予選リーグ 本校 ２－３ 渥美農業 

        本校 １－３ 豊川  結果 予選リーグ敗退 

男子団体２部 

  １回戦 本校Ｃ １－３ 蒲郡東Ｂ 

  ２回戦 本校Ｂ ３－０ 小坂井Ｂ 

  ３回戦 本校Ｂ ２－３ 渥美農業Ｂ ベスト８ 

女子団体２部 

  ２回戦 本校Ｂ ２－３ 国府Ｂ  

女子シングルス 

  第５位 牧原 千夏 

第 56回東海卓球選手権大会 愛知県予選会（９月６日 常滑市体育館） 

牧原 千夏 予選通過 本大会（11月４日三重県営サンアリーナ）出場権獲得 

平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会東三河支部予選会（１０月２９日 豊川市総合体育館） 

男子学校対抗（平久江，上村，鈴木，バンロイ，廣田，横道，小林，村上） 



  予選リーグ 本校 ３－０ 豊橋西 

        本校 ３－０ 国府  予選リーグ１位 

  １回戦   本校 ３－１ 小坂井 

  準決勝   本校 ０－３ 豊川 

  ３位決定戦 本校 １－３ 桜丘  結果 ベスト４（県大会出場） 

女子学校対抗（牧原，川口，髙石，原田，西川，牧野） 

 予選リーグ 本校 ３－２ 時習館 

       本校 ３－０ 田口 

       本校 ０－３ 桜丘  予選リーグ２位（５位決定戦へ） 

 ５位決定戦予備戦  

本校 ０－２ 蒲郡東 結果 ベスト８ 

平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会（１１月１９日 名古屋市体育館） 

男子学校対抗（平久江，上村，鈴木，バンロイ，廣田，横道，小林，村上） 

 １回戦 本校 ３－２ 西春 

 ２回戦 本校 ０－３ 岡崎城西 

第５６回 東海卓球選手権大会（１１月４日 三重県営サンアリーナ） 

 女子ジュニアの部 

  １回戦 牧原千夏 １－３ 蜆塚中（静岡） 

 

【男子テニス部】 

愛知県高等学校総合体育大会東三河予選会（4月 16日(土)・23日(土)・29日(祝)） 

団体戦  １回戦 ０－３ 海陽学園 

シングルス ブロック準優勝  山田拓実 

ダブルス ブロックベスト４ 山田拓実・鈴木拓実 

豊橋市内公立高等学校学年別ダブルス大会（８月６日（土）） 

２年 庄田理人・三浦廉平 ベスト８ 

愛知県高等学校新人体育大会東三河予選会（９月１１日（土）～１７日（土）） 

団体  １回戦 ２－３ 蒲郡東 

  S1 三浦 ２－６ 

  D1 庄田・榎本 ６－４ 

  S2 戸田 １－６ 

  D2 中山・近藤 ６－４ 

  S3 岡田 ０－６ 

ダブルス 石黒龍司・近藤 祐 ブロック ベスト４ 

 

【女子テニス部】 

愛知県高等学校総合体育大会東三河予選会（4月 16日(土)・23日(土)・29日(祝)） 

団体 １回戦  ０－３ 時習館 

シングルス  ブロック best４  岩瀬由季奈 

ブロック best８  原田佳純 

ダブルス   ブロック best４  原田佳純・清水萌江 



ブロック best８  佐分ひな・今泉香里 

豊橋市内学年別ダブルス大会（８月６日（土）） 

 １年 女     優勝   岩瀬由季奈・小栁津亜華里組 

愛知県高等学校新人体育大会東三河予選会（９月１１日（土）～１７日（土）） 

団体  １回戦  ③－２ 小坂井 

S1 岩瀬     ⑥－０ 

D1 清川・小栁津 ⑥－１ 

S2 各務     ２－⑥ 

D2 福井・小野木 ⑥－４ 

S3 佐野     １－⑥ 

準決勝  ２－③ 豊橋南 

S1 岩瀬     ⑦－５ 

D1 清川・小栁津 １－⑥ 

S2 各務     ２－⑥ 

D2 福井・小野木 ⑥－２ 

S3 太内     ２－⑥ 

３位決  ２－③ 豊橋東 

S1 岩瀬     ⑥－０ 

D1 清川・小栁津 ⑥－３ 

S2 各務     ３－⑥ 

D2 福井・小野木 ０－⑥ 

S3 太内     ３－⑥       結果 東三河 ４位 

シングルス    岩瀬由起奈          ブロック 優勝 （県大会出場） 

  太内こうめ          ブロック ベスト４ 

ダブルス     岩瀬由季奈・小栁津亜華里組  ブロック ベスト４ 

愛知県高等学校新人体育大会（１０月１５日（土））  名古屋市東山公園テニスセンター 

シングルス    岩瀬由起奈  １回戦  ０－⑧ 愛知啓成       

東三河高等学校テニス選手権大会（１０月２９日（土）３０（日）１１月３日（祝））  

蒲郡市浜町テニスコート他 

１年女子     岩瀬由起奈  優勝   決勝 ⑥－４ 桜丘     

  太内こうめ  ベスト１６（ブロック ベスト４） 

 

【男子バスケットボール部】 

第７０回愛知県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 東三河支部予選会（4月 23日（土） 

１回戦 本校 ９８－４４ 国府 

２回戦 本校 ４８－１１４ 豊川 

平成 28年度 東三河支部高等学校バスケットボール競技夏季選手権大会 

予選 本校 ３９ ― 豊川  ７１ 

    本校 ７４ ― 豊橋西 ６０ 

ＡＬＬ ＡＩＣＨＩ（選抜優勝大会 愛知県予選） 

１次リーグ １回戦    本校 ８１－５７  日福大附属 



      ２回戦    本校 ８３－７４  碧南工業 

      ブロック決勝 本校 ９６－１１５ 横須賀 

 

【女子バスケットボール部】 

第７０回愛知県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 東三河支部予選会（4月 23日（土）、4月 24日

（日）、4月 29日（金）） 

１回戦 本校 ９２－３１  新城東 

２回戦 本校 ５６－４０  時習館 

３回戦 本校 ６１―１０５ 桜丘（ベスト４） 

決勝リーグ 

本校 ５２―１０６ 豊川 

本校 ４４―８０  国府  第四位 

平成 28年度 東三河支部高等学校バスケットボール競技夏季選手権大会 

予選 本校 ４７ ― 小坂井 ５７ 

    本校 ９３ ― 御津  ３５ 

平成 28年度 第 47回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 愛知県大会（第 4回 ALL AICHI） 

一次トーナメント 本校 ６７ － 西春 ７５ 

 

【男子バレーボール部】 

第７０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 23 日(土)・30日(土)） 

１回戦 本校 ２－０ 新城東 

 ２回戦 本校 ２－０ 豊橋西 

 準決勝 本校 １－２ 成章 

 ３位決定戦 本校 １－２ 豊橋工業     第４位 

愛知県高等学校バレーボール選手権大会 東三河支部予選会（７月１６日、１７日） 

 １回戦 本校 ２－０ 豊橋東 

 ２回戦 本校 ２－０ 豊橋工業 

 準決勝 本校 ０－２ 豊橋中央 

 ３位決定戦 本校 ２－１ 成章 

愛知県高等学校バレーボール選手権大会 県大会（８月６日、７日） 

 １回戦 本校 ２－０ 清林館 

２回戦 本校 ０－２ 名城大附 

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（１０月２２日、２３日） 

 一回戦 本校 ０－２ 豊川 

東三河高等学校バレーボール選手権大会（１２月１７日、１８日） 

 予選グループ戦 本校 ２－０ 成章、 

         本校 ２－０ 時習館 

 決勝トーナメント １回戦 本校 ２－０ 小坂井 

          準決勝 本校 １－２ 豊橋中央 

          ３位決定戦 本校 ２－０ 豊橋工業 

愛知県高等学校新人体育大会 東三河支部予選会（１月１４日、１５日） 



 一回戦 本校 ２－０ 国府 

 ２回戦 本校 ２－０ 時習館 

 準決勝 本校 １－２ 豊川 

 ３位決定戦 本校 ２－１ 成章   第３位 県大会出場     

 

【女子バレーボール部】 

第７０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 23 日(土)・30日(土)） 

 ２回戦 本校 ２－０ 桜丘 

 ３回戦 本校 ２－０ 成章 

 準決勝 本校 ０－２ 豊川 

 ３位決定戦 本校 ２－０ 時習館      第３位 

第７０回 愛知県高等学校総合体育大会バレーボール競技 県大会（5月 21日(土)・22日(日)） 

 １回戦 本校 ２－１ 向陽 

 ２回戦 本校 ０－２ 岡崎学園 

天皇杯皇后杯全日本バレーボール選手権大会愛知県ラウンド フリーカテゴリー予選（６月１１日） 

 １回戦 本校 ０－２ 津島東 

 第２代表決定戦 本校 ２－０ 西陵 

         本校 ２－０ 半田商業 

         本校 ２－０ 三好 

天皇杯皇后杯全日本バレーボール選手権大会愛知県ラウンド （７月１０日） 

 １回戦 本校 ２－０ 北西の風 

 ２回戦 本校 １－２ 誠信 

愛知県高等学校バレーボール選手権大会 東三河支部予選会（７月１６日、１７日） 

 ２回戦 本校 ２－０ 豊橋東 

 ３回戦 本校 ２－０ 豊橋商業 

 準決勝 本校 ０－２ 藤ノ花女子 

 ３位決定戦 本校 ２－０ 時習館 

愛知県高等学校バレーボール選手権大会 県大会（８月６日、７日） 

 １回戦 本校 ２－０ 尾北 

 ２回戦 本校 ０－２ 誠信 

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（１０月２２日、２３日） 

 二回戦 本校 ２－０ 桜丘 

 三回戦 本校 ２－０ 豊橋西 

 準決勝 本校 ２－１ 豊川 

 決勝  本校 ０－２ 藤ノ花女子 

東三河高等学校バレーボール選手権大会（１２月１７日、１８日） 

 予選グループ戦 本校 ２－０ 新城 

         本校 ２－０ 小坂井 

         本校 ２－０ 豊橋南 

 決勝トーナメント 準決勝 本校 ０－２ 藤ノ花女子 

          ３位決定戦 本校 ２－０ 豊川 



愛知県高等学校新人体育大会 東三河支部予選会（１月１４日、１５日） 

 二回戦 本校 ２－０ 蒲郡 

 三回戦 本校 ２－０ 豊橋西 

 準決勝 本校 ２－０ 豊川 

 決 勝 本校 ２－０ 藤ノ花女子 

 

【ハンドボール部】 

第７０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 16 日(土)・17 日(日)・23 日

(土)）   

予選トーナメント（G ブロック） 

本校 ２５－１６ 蒲郡 （ベスト４） 

決勝リーグ 

本校 ２２－１８ 豊橋東 

本校 １２－１３ 時習館 

本校 １５－１６ 国府  第三位 

             ベスト７ 山口 綾賀 

平成 28年度愛知県高等学校ハンドボール選手権大会東三河支部予選会 

 予選リーグ（Ｇリーグ） 

  １回戦 本校 １８－１０ 蒲郡 

  ２回戦 本校 １９－１５ 豊橋南  予選リーグ１位 

 決勝トーナメント 

  準々決勝 本校 ２８－１２ 桜丘 

  準決勝  本校 ２０－１１ 国府 

    決勝   本校 １３－ ９  豊橋商業  優勝 県大会へ 

平成 28年度愛知県高等学校ハンドボール選手権大会 

 １回戦 本校 ２７－２１ 横須賀 

 ２回戦 本校 １７－２２ 春日井南  ベスト１６ 

平成 28年度豊橋ハンドボール大会 

予選リーグ（Ｃブロック） 

本校 １５－ ４  桜丘 

本校  ６ － ５  蒲郡 

  本校 １１－ ２  時習館 

  本校 １０－１３ 蒲郡東  ブロック準優勝 

順位決定戦 

  本校 １２－ ８  蒲郡  第３位 

平成 28年度東三河１年生大会 

予選リーグ（Ｃブロック） 

  本校 ７－３ 時習館･豊橋南 

  本校 １１－２ 豊橋西  ブロック優勝 

順位決定戦 

  本校  ８－６ 蒲郡 



  本校  ５－２ 国府  第１位 

平成２８年度東三河高等学校ハンドボール選手権大会 

 予選リーグ（Ｅリーグ） 

  １回戦 本校 ２２－ ８  豊橋西 

  ２回戦 本校 ２０－１３ 豊橋東 予選リーグ１位 

 決勝トーナメント 

  準々決勝 本校 １９－ ９  時習館 

  準決勝  本校 ２２－１５ 豊橋商業 

    決勝   本校 １２－２３  国府  優勝 

平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会ハンドボール競技東三河支部予選会 

 予選リーグ（Ｈリーグ） 

  １回戦 本校 ２８－３３  豊橋南 

 

【野球部】 

平成 28年度 春季東三河高校野球一次リーグ 

本校 ２－６ 蒲郡東 

本校 １－４ 小坂井 

本校 １０－１１ 新城東 

第 98回全国高等学校野球選手権愛知県大会 

 本校 １－８ 栄徳  

第 35回豊橋市内大会トーナメント大会 

本校 ７－０  豊橋工業（雷のため５回コールド） 

本校 ７－６  時習館  

本校 ３－１５ 豊橋商業   準優勝 

 

【陸上競技部】 

愛知県高等学校総合体育大会東三河予選会（４月２９日（金）３０日（土）、５月１日（日）） 

１００ｍ男     ４位 藤原 和生 

４００ｍ男     ４位 藤原 和生 

１００ｍ女     ７位 木俣 穂香 

４００ｍリレー女  ５位 稲葉 仁美、高杉 桃子、柴田 望玖、木俣 穂香 

１６００ｍリレー女 ４位 稲葉 仁美、高杉 桃子、柴田 望玖、木俣 穂香 

愛知県高等学校総合体育大会（５月２０日（金）２１日（土）、２２日（日）） 

１００ｍ男     予選出場  藤原 和生 

４００ｍ男     準決勝進出 藤原 和生 

１００ｍ女     予選出場  木俣 穂香 

４００ｍリレー女  予選出場  稲葉 仁美、高杉 桃子、柴田 望玖、木俣 穂香 

１６００ｍリレー女 予選出場  稲葉 仁美、高杉 桃子、柴田 望玖、木俣 穂香 

愛知県陸上競技選手権東三河予選会（６月４日（土）、５日（日）） 

１１０ｍハードル男  ６位 山崎 裕矢 

三段跳び女      ２位 鈴木 瑛葉 



三段跳び女      ４位 橋本 朋奈 

東三河高等学校１年生陸上競技大会（７月１８日（祝月）） 

３０００ｍ男   ３位 宮瀬 陸 

砲丸投女    ３位 谷澤 杏依厘 

東三河高等学校１年生陸上競技大会（７月１８日（祝月）） 

３０００ｍ男   ３位 宮瀬 陸 

砲丸投 女     ３位 谷澤 杏依厘 

豊橋市民陸上競技選手権大会（８月７日（日）） 

  走幅跳 女     ２位 鈴木 瑛葉 

  砲丸投 女     ３位 谷澤 杏依厘 

愛知県高等学校新人陸上競技東三河予選会（９月３，４日（土、日）） 

三段跳 女     ２位 鈴木 瑛葉  

５位 橋本 朋奈 

１５００ｍ 男    ８位 宮瀬 陸 

砲丸投 女     ６位 谷澤 杏依厘 

走幅跳 女     ３位 橋本 朋奈 

４位 鈴木 瑛葉  

円盤投 女     ５位 谷澤 杏依厘      以上、県大会出場権獲得 

東三河陸上競技選手権大会（１０月８日（土）） 

１１０ｍハードル男 ３位 山崎 裕矢  

 

【吹奏楽部】 

平成 28年度愛知県吹奏楽コンクール東三河地区大会 高等学校の部（7月 24日(日)蒲郡市民会館） 

    銀賞 

平成２８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（月）豊川市文化会館 

 金管六重奏 銀賞 

 

【放送部】 

第６３回 ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト 愛知県大会（６月 19日(日)刈谷市産業振興センター） 

  テレビドキュメント部門 「生物少年ハマグチ君」 予選通過 入選 

  創作テレビドラマ部門  「スイカット！」    予選通過 入選 

  アナウンス部門  藤田 優樹  

           大林 奈央 

           加藤 麻衣  ３名とも予選通過ならず 

  朗読部門     内藤 綾香  

           中村 凜   ２名とも予選通過ならず 

  創作ラジオドラマ部門  「ＮＩＧＨＴＭＡＲＥ」 予選通過ならず 

 

【和太鼓部】 

第 31回富士山太鼓まつり・第 7回高校生太鼓甲子園（7月 31日(日)富士山樹空の森）出場 

平成 28年度 愛知県高等学校総合文化祭 郷土芸能部門 県大会（11月 23日 知立市文化会館） 



  優秀賞 

 

【自然科学同好会】 

2016年度日本魚類学会年会 （９月２４日 岐阜大学）  

高校生研究発表部門「豊橋市向山大池における外来生物調査」 

2016年度 東三河生態系ネットワークフォーラム（１１月１９日 豊橋技術科学大学） 

 ポスター発表「豊橋市の干潟に生息するウミニナ類の分布」 

       「種子植物とコケ植物のストレス耐性の研究」 

       「豊橋市の向山大池に生息する魚類の移り変わり」   

科学三昧 inあいち 2016（１２月２７日 自然科学研究機構岡崎コンファレンスセンター）  

 ポスター発表 「豊橋市の向山大池に生息する魚類の移り変わり」 

        「豊橋市の干潟に生息するウミニナ類の分布」               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

【卓球部】 

第 40回三遠新人卓球大会（４月９日 豊橋市総合体育館）  

一般女子の部 準優勝 西川 みなみ 

第 36回全三河卓球大会 

一般女子の部 第３位 牧原 千夏 

第 70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・４日 豊川市総合体育館） 

学校対抗 

男子（河根・大羽・河合・平野・村上蓮・上村・平久江・小林） 

       ２回戦 本校 ３－１ 豊橋工業 

       ３回戦 本校 ２－３ 渥美農業 

 五位決定戦 １回戦 本校 ２－０ 豊川工業 

       ２回戦 本校 １－２ 成章  結果：第６位 

女子（西川み・大林・杉山・服部・前田・望月・髙石・牧原） 

       １回戦 本校 ３－０ 豊橋南 

       ２回戦 本校 ３－１ 福江 

       ３回戦 本校 １－３ 国府 

 五位決定戦 １回戦 本校 ２－０ 新城  

       ２回戦 本校 １－２ 蒲郡東 結果：第６位 

シングルス 

男子 ベスト３２ 大羽 史晃 

           バンロイ ジョシュア 

女子 第１８位  牧原 千夏 

ダブルス 

男子 ベスト１６ 大羽史晃・村上蓮太 

         平久江秀斗・上村夏生   

女子 第３位 牧原千夏・西川みなみ（県大会出場） 

 

第 70回愛知県高等学校総合体育大会卓球競技（５月２２日 名東スポーツセンター） 

 女子ダブルス 西川み・牧原 １回戦 ３－０ 大府東 

               ２回戦 ０－３ 愛み大瑞穂 

平成 28年度国民体育大会卓球競技少年の部東三河予選会（５月２９日 豊川市総合体育館） 

 男子予選通過者 第３位 村上 凌太 

         第９位 平久江 秀斗 

         第９位 バンロイ ジョシュア 

         第１７位 廣田 竣介 



 女子予選通過者 推薦 西川 みなみ，牧原 千夏 

平成 28年度国民体育大会卓球競技少年の部愛知県一次予選会（６月２５日 緑スポーツセンター） 

 男子 １回戦 村上   ０－３ 

        バンロイ ０－３ 

    ２回戦 平久江  ０－３ 

        廣田   ０－３ 

 女子 ２回戦 牧原   ３－０ 佐屋 

    ３回戦 牧原   ３－２ 安城学園 

    ４回戦 牧原   １－３ 修文女子   

東三河高等学校卓球選手権大会（８月８・９日 豊川市総合体育館） 

男子団体１部（平久江・上村・バンロイ・小林・村上凌） 

  予選リーグ 本校 ３－１ 豊橋工業 

        本校 ３－０ 御津 

  １回戦   本校 ０－３ 豊川  結果 ベスト８ 

女子団体１部（牧原・西川・牧野・前田） 

  予選リーグ 本校 ２－３ 渥美農業 

        本校 １－３ 豊川  結果 予選リーグ敗退 

男子団体２部 

  １回戦 本校Ｃ １－３ 蒲郡東Ｂ 

  ２回戦 本校Ｂ ３－０ 小坂井Ｂ 

  ３回戦 本校Ｂ ２－３ 渥美農業Ｂ ベスト８ 

女子団体２部 

  ２回戦 本校Ｂ ２－３ 国府Ｂ  

女子シングルス 

  第５位 牧原 千夏 

第 56回東海卓球選手権大会 愛知県予選会（９月６日 常滑市体育館） 

牧原 千夏 予選通過 本大会（11月４日三重県営サンアリーナ）出場権獲得 

平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会東三河支部予選会（１０月２９日 豊川市総合体育館） 

男子学校対抗（平久江，上村，鈴木，バンロイ，廣田，横道，小林，村上） 

  予選リーグ 本校 ３－０ 豊橋西 

        本校 ３－０ 国府  予選リーグ１位 

  １回戦   本校 ３－１ 小坂井 

  準決勝   本校 ０－３ 豊川 

  ３位決定戦 本校 １－３ 桜丘  結果 ベスト４（県大会出場） 

女子学校対抗（牧原，川口，髙石，原田，西川，牧野） 

 予選リーグ 本校 ３－２ 時習館 

       本校 ３－０ 田口 

       本校 ０－３ 桜丘  予選リーグ２位（５位決定戦へ） 

 ５位決定戦予備戦  

本校 ０－２ 蒲郡東 結果 ベスト８ 

平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会（１１月１９日 名古屋市体育館） 



男子学校対抗（平久江，上村，鈴木，バンロイ，廣田，横道，小林，村上） 

 １回戦 本校 ３－２ 西春 

 ２回戦 本校 ０－３ 岡崎城西 

第５６回 東海卓球選手権大会（１１月４日 三重県営サンアリーナ） 

 女子ジュニアの部 

  １回戦 牧原千夏 １－３ 蜆塚中（静岡） 

 


