
     平成 28年度 部活動大会等結果報告（～５月２９日） 

【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 

 

【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 

 

【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 

 



【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 

 

【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） 

 

【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 

 

【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 

 

 

 



 

【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 

 

【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 

 

【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 

 

【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 



 

【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 

 

【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・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・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） 

 

【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 

 

【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  

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 

 

【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 

 

【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 



【陸上競技部】 

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 

 

【陸上競技部】 

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 


