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  平成 30年度 部活動大会等結果報告     

【陸上競技部】 

愛知県陸上競技選手権東三河予選会（６月２日（土）、３日（日）） 

８００ｍ 女    ５位 千原 恵美 

３０００ｍ障害   ６位 鈴木 康平 

４００ｍリレー 男 ３位 藤田 修平、夏目 涼平、石黒 純暉、内山 海星 

４００ｍリレー 女 ５位 村田 侑菜、提髪 美羽、松下 奈那音、金井 奏奈実 

走り高跳び 女   ４位 松下 奈那音 

走り幅跳び 男   １位 夏目 涼平 

走り幅跳び 女   ６位 村田 侑菜 

砲丸投げ 女    ３位 山田 真萌子  ６位 渡辺 仁菜 

円盤投げ 男    ５位 吉田 北斗 

円盤投げ 女    ２位 山田 真萌子  ４位 渡辺 仁菜 

やり投げ 女    ５位 関 泉水 

 以上、県大会出場権獲得 

豊橋市民陸上競技選手権大会（８月５日（日）） 

走り幅跳び 女   １位 村田 侑菜 

８００ｍ  女   ２位 千原 恵美 

走り高跳び 女   ２位 松下 奈那音 

砲丸投げ  女   ２位 山田 真萌子  

４００ｍリレー 男 ２位 夏目 涼平、藤田 修平、石黒 純暉、内山 海星 

 

愛知県高校新人体育大会陸上競技大会東三河予選会（８月３０日（土）、３１日（日）） 

 

走り幅跳び 男   １位 夏目 涼平 

走り幅跳び 女   ２位 村田 侑菜 

砲丸投げ 女    ２位 渡辺 仁菜   ３位 山田 真萌子  ＊女子フィールドの部 ５位 

円盤投げ 女    ２位 山田 真萌子   

やり投げ 女    ２位 関 泉水    ６位 西川 怜 

４００ｍリレー 男 ３位 夏目 涼平、藤田 修平、石黒 純暉、内山 海星 

８００ｍ 女    ３位 千原 恵美 

円盤投げ 男    ４位 吉田 北斗 

走り高跳び 女   ４位 松下 奈那音 

４００ｍリレー 女 ５位 村田 侑菜、提髪 美羽、金井 奏奈実、白井 詩乃（松下 奈那音） 

８００ｍ 男    ６位 豊田 侑生 

１６００ｍリレー男 ６位 石黒 純暉、藤田 修平、豊田 侑生、榊原 光浩 

３０００ｍ障害   ６位 鈴木 康平 

砲丸投げ 男    ６位 吉田 北斗                 以上、県大会出場権獲得 
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【水泳部】 

第 72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（６月１６日）   女子総合 ２位 

   女子４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ２位（村松采弥・小棚木こまち・中西咲樹・辻村梓）    県大会出場 

   女子４００ｍリレー  ２位（小棚木こまち・村松采弥・鈴木くるみ・中西咲樹）  県大会出場 

   男子８００ｍリレー  ６位（有賀義晋・近田佑太・相澤脩斗・菅谷開智） 

   女子８００ｍリレー  ２位（小棚木こまち・鈴木くるみ・村松采弥・早川夏笑菜） 県大会出場 

   ２００ｍ自由形   ３位 篠崎あゆ美   ５位 内海凜   ６位 辻百々花 

 ２００ｍ平泳ぎ   ３位 小棚木こまち（県大会出場）    ８位 鵜瀬紋菜 

 ２００ｍ背泳ぎ   ４位 中藪琉愛  （県大会出場） 

 ４００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ  ３位 早川夏笑菜（県大会出場）   ６位 柴田歩実 

 ４００ｍ自由形   ５位 鈴木弓響    ７位 荒川茉美 

 ５０ｍ 自由形   ６位 中西咲樹  （県大会出場）    ９位 村松采弥（県大会出場） 

             10位 鈴木くるみ （県大会出場）    13位 辻村梓（県大会標準突破） 

 １００ｍ平泳ぎ   ６位 鵜瀬紋菜    ７位 鵜瀬侑里 

 １００ｍ背泳ぎ   ４位 村松采弥  （県大会出場）    ５位 中藪琉愛（県大会出場） 

   １００ｍ自由形   ６位 鈴木くるみ （県大会出場） 

   １００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ   ８位 中西咲樹  （県大会出場） 

 ２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ  ３位  小棚木こまち（県大会出場）    ５位 鈴木弓響（県大会出場） 

             ６位 早川夏笑菜 （県大会出場） 

 

平成 30年度 東三河高等学校水泳選手権大会（７月２８日） 

女子２００ｍﾒﾄﾞﾚｰリレー ２位 Aチーム（中藪琉愛・鵜瀬紋菜・鈴木くるみ・山下萌香） 

               ３位  Bチーム（村松采弥・篠崎あゆ美・田中千雅・内海凜）    

２００ｍ自由形    ２位 篠崎あゆ美  

１００ｍ背泳ぎ    優勝 中藪琉愛  ３位 荒川茉美 

１００m平泳ぎ    ３位 鵜瀬紋菜  

１００m自由形    優勝 村松采弥  

２００m個人ﾒﾄﾞﾚｰ     優勝 鈴木くるみ  ３位 辻村梓  

 

平成 30年度 愛知県高等学校新人体育大会 水泳競技 東三河地区予選会（８月２４日） 

＜男子＞ 

２００ｍ平泳ぎ  ７位 金田理壱（県大会出場） 

５０ｍ自由形    ９位 石本晟也（県大会出場） 

 

＜女子＞ 女子総合 優勝 

４００ｍﾒﾄﾞﾚｰリレー ２位（村松采弥・鵜瀬侑里・鈴木くるみ・辻村梓）  県大会出場 

４００ｍリレー    優勝（村松采弥・篠崎あゆ美・辻村梓・鈴木くるみ）  県大会出場 

２００ｍ自由形  ３位 篠崎あゆ美（県大会出場）  ５位 内海凜（県大会出場） 

      ７位 辻百々花       ８位 富永千尋  
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２００ｍ平泳ぎ  ２位 鵜瀬紋菜（県大会標準突破） ６位 鵜瀬侑里（県大会出場） 

          ８位 山下萌香（県大会標準突破） 

４００m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 優勝 中藪琉愛（県大会出場） 

４００m自由形  ２位 鈴木くるみ（県大会標準突破） 

５０m自由形  ４位 辻村梓（県大会出場）    ６位 篠崎あゆ美（県大会標準突破） 

      10位 田中千雅（県大会標準突破） 12位 富永千尋（県大会出場） 

      14位 荒川茉美（県大会出場） 

１００m平泳ぎ  ２位 鵜瀬紋菜（県大会出場）   ５位 鵜瀬侑里（県大会標準突破） 

      ８位 山下萌香（県大会出場） 

１００m背泳ぎ  ３位 村松采弥（県大会出場）   ４位 中藪琉愛（県大会標準突破） 

          ８位 荒川茉美 

１００m自由形  ２位 鈴木くるみ（県大会出場）  ５位 辻村梓（県大会標準突破） 

          11位 内海凜（県大会標準突破） 

１００m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ  ７位 辻百々花（県大会出場） 

２００m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ３位 田中千雅（県大会出場） 

 

平成 30年度 愛知県高等学校新人体育大会 水泳競技大会（９月２２日） 

＜男子＞ 

２００m平泳ぎ  40位 金田理壱 

５０m自由形    43位 石本晟也 

＜女子＞ 

４００ｍﾒﾄﾞﾚｰリレー ８位（村松采弥・鵜瀬紋菜・鈴木くるみ・辻村梓     8位 4分 55秒 64 

４００ｍリレー   （村松采弥・篠崎あゆ美・辻村梓・鈴木くるみ）  12位 4分 23秒 34 

２００ｍ平泳ぎ  15位 鵜瀬侑里 

４００m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ９位 中藪琉愛 

２００m自由形  22位 篠崎あゆ美  27位 内海凜 

５０m自由形  19位 辻村梓      32位 富永千尋    39位 荒川茉美 

１００m背泳ぎ  10位 村松采弥  

１００m自由形  10位 鈴木くるみ  

１００m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ  39位 辻百々花 

１００m平泳ぎ  14位 鵜瀬紋菜  32位 山下萌香 

２００m個人ﾒﾄﾞﾚｰ   14位 田中千雅  

 

【柔道部】 

平成３０年度 東三河高等学校体重別柔道大会 平成３０年７月２９日（日） 豊橋市武道館 

男子個人トーナメント（６０Ｋｇ級）２回戦敗退 

清水（豊丘）○―× 矢田部（桜丘）  清水（豊丘）×―○ 水谷（新城東）  

 女子個人（４８Ｋｇ級）優勝 

森嶋（豊丘）○―× 鳥居（豊橋商業） 
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女子（５２Ｋｇ級）３位  

   加我（豊丘）○―× 坂本（豊橋商業）  加我（豊丘）×―○ 村松（桜丘） 

女子（６３Ｋｇ級）２位 

 村松（豊丘）○―× 小島（豊橋南）   村松（豊丘）×―○ 城所（桜丘） 

 

第６８回全三河高等学校柔道選手権大会 ９月１６日（日） 蒲郡市武道館 

  女子団体戦 トーナメント戦 １回戦敗退 

   森嶋（豊丘）×―❍ 吉田（三好） 

 加我（豊丘）×―❍ 石黒（三好） 

   村松（豊丘）×―❍ 岡野（三好） 

 

【剣道部】 

 平成３０年度 全三河高等学校剣道大会 平成３０年８月１８日（土） スカイホール豊田 

男子団体戦 

豊丘 ４－０ 安城南 

豊丘 １－４ 愛産大三河 ２回戦敗退 

女子団体戦 

豊丘 ４－１ 安城東 

豊丘 ０－３ 三好 ２回戦敗退  

  

【弓道部】 

市民スポーツ祭 ２０１８ 弓道大会（９月１日（土）） 

長坂妃菜 5位入賞   植村美空 ４位入賞 

 

【野球部】 

第１００回全国高校野球選手権大会 豊橋市民球場 ２回戦 （７月７日） 

蒲郡東 １２―４ 豊丘 

平成３０年度秋季東三河高校野球１次リーグ戦 豊川高校球場、他 （８月１１・１３・１４・１６日） 

豊丘 ３―５ 三谷水産 

豊丘 ３―１５ 豊橋中央 

豊丘 ５―２ 豊橋南 

豊丘 ０―２ 豊川                             １次リーグ敗退 

 

【男子バレーボール部】 

平成３０年度 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 21日（土）22日（日）） 

  １回戦 本校 ２－０ 豊橋西   ２回戦 本校 ０－２ 豊川 

 【女子バレーボール部】 

平成３０年度 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 21日（土）22日（日）） 

  ２回戦 本校 ２－０ 成章 
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  ３回戦 本校 ２－０ 豊橋南 

  準決勝 本校 ０－２ 豊川 

  ３位決定戦 本校 １－２ 桜丘 

 

【バスケットボール部男子】 

平成３０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 

予選リーグ     豊丘〇５７ ― ４９ ×豊橋商業 

           豊丘〇６５ ― ３９ ×豊川工業 

決勝トーナメント  豊丘×４０ ― ７７ 〇豊橋東 

 

【バスケットボール部女子】 

平成３０年度 東三河支部高等学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技夏季選手権大会 予選リーグ 

豊丘○  －   ×新城東（不戦勝） 

豊丘× 29－125 ○豊川 

 

【ハンドボール部】 

○平成３０年度愛知県高等学校ハンドボール選手権大会東三河予選会 

・女子予選リーグＨブロック 本校９－１１蒲郡 （７／２１） 

               本校２－２０新城東？ 

・決勝トーナメント 本校７－１９時習館 （７／２２） 

 

○平成 30年度 豊橋ハンドボール大会 （８／２３） 

・女子Ｂブロック３位 

 本校 対時習館 ５－１３     対豊橋南 ８－９ 

     対豊橋西 １４－４     対桜丘  １３－７ 

     対蒲郡東 １４－４ 

 

○平成３０年度東三河ハンドボール一年生大会 （８／２４） 

・女子Ａブロック２位 

  本校 対豊橋商業 １１－０    対時習館  ７－３ 

     対新城東  １１－０    対国府   ５－５ 

     対桜丘   ９－１     対蒲郡東  ９－４ 

 

○平成３０年度 東三河ハンドボール選手権大会 

・予選リーグ 女子Ｈブロック１位 （９／１５） 

本校 対豊橋南 １９－１６    対新城東 ３３－４ 

・決勝リーグ 

 １回戦 本校 対蒲郡 １６－１３ （９／１６） 

２回戦 本校 対時習館 １０－１３ （９／２２） 



6-6 

 

 ３位決定戦 本校 対蒲郡東 １６－１８（９／２２） 

 

【卓球部】 

平成３０年度国民体育大会卓球競技少年の部愛知県支部予選会（６月２３日） 

男子シングルス 小林稜汰、村上凌太 県大会推薦出場 

 

平成３０年度東三河地区高等学校卓球選手権大会（７月２９日） 

  女子シングルス 小林未歩 第５位 

 

【サッカー部】 

平成 30年度第 97回全国高等学校サッカー選手権大会東三河支部予選会          ８月１６日 

豊丘 ０－３ 豊橋工業 一回戦敗退 

 

【男子ソフトテニス部】 

 平成３０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(豊橋市営コート７月７日) 

  安田・横山 ２－④ 豊川工業 １回戦敗退 

  星野・小林 １－④ 田口   ２回戦敗退 

  北戸・鈴木 ２－④ 豊川   ３回戦敗退 

  富山・角南 ２－④ 豊橋商業 ３回戦敗退 

 

平成３０年度 全三河高等学校ソフトテニス競技東三河予選会 団体戦の部(新城東高校７月１４日) 

 本校 ０－③ 豊橋東    ０－③ 豊川工業 

    ②－１ 作手     １－② 蒲郡    予選リーグ敗退 

 

平成３０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 団体戦の部 

(豊川市営コート９月１７日) 

本校 ０－③ 豊橋中央   ０－③ 成章 

    ０－③ 時習館    ③－０ 御津    予選リーグ敗退 

 

平成３０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 個人戦の部 

安田・小林 ３－④ 新城東   ２回戦敗退        (豊橋市営コート９月２４日) 

 富山・角南 ３－④ 豊橋商業  ３回戦敗退 

 星野・鈴木 ２－④ 豊川    ３回戦敗退 

 

【女子ソフトテニス部】 

平成３０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 7日（土）） 

  １回戦敗退 柴田・冨田ペア，佐野・浅野ペア 

  ２回戦敗退 勝・大野ペア，吉田・村田ペア 

  ベスト３２ 八木・篠原ペア 
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平成３０年度 全三河高等学校ソフトテニス競技東三河予選会 団体戦の部 （7月 14日（土）） 

  【予選リーグ】                【順位決定リーグ（２位リーグ）】 

   豊丘③－０新城                 豊丘１－②宝陵 

     ②－１新城東                ②－１豊橋東 

     １－②成章  【予選リーグ２位】      １－②時習館  【６位で全三河大会出場】 

                

 平成３０年度 全三河高等学校ソフトテニス競技東三河予選会 団体戦の部 （8月 21日（火）） 

  【予選リーグ】 

   豊丘０－③豊田大谷     ０－③成章 

     ０－③刈谷北      【予選リーグ４位】 

 

平成３０年度 愛知県高等学校新人体育大会東三河予選会 

団体戦 9月 16日（日）、17日（月）・個人戦 9月 23日(日)） 

  【団体戦 予選リーグ】（9月 16日（日）） 

   豊丘③－０渥美農業     ②－１蒲郡東 

     ０－③豊橋商業     【予選リーグ２位】 

  【団体戦 決勝リーグ】（9月 17日（月））（予選リーグの結果をいかす） 

   豊丘０－③豊橋商業     ０－③豊川 

     １－②豊橋東      ０－③豊橋中央 

     １－②新城東      １－②豊橋西 

     ０－③時習館      【決勝リーグ８位】 

  【個人戦】（9月 23日（日）） 

    １回戦敗退 八木・榊原ペア，柴田・冨田ペア，佐野・浅野ペア 

    ２回戦敗退 勝・大野ペア 

    ベスト３２ 吉田・村田ペア【全三河大会出場】 

 

【ソフトボール部】 

平成３０年度愛知県高等学校女子ソフトボール選手権大会 ７／１４ 

豊丘 ０―１０ 尾北 

 

第５１回全三河高等学校ソフトボール選手権大会 ７／１０～８／１ 

豊丘 ７―０ 豊田東 

豊丘 １１―４ 高浜 

豊丘 １―１２ 豊川 

 

平成３０年度愛知県高等学校新人体育大会東三河支部 ９／８～９／２３ 

予選リーグ 

豊丘 ３―４ 国府 
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豊丘 １０―７ 時習館、豊橋東 

豊丘 ４―８ 藤ノ花女子 

決勝トーナメント 

豊丘 １―５ 豊川 

豊丘 １―４ 豊橋商業 

 

【男子テニス部】 

平成 30年度 豊橋市内公立５校学年別ダブルス大会（8月 4日(土)） 

２年 準優勝  長坂 篤弥・岩堀 奏大 

ベスト４ 北戸 誉人・村松 遼人 

ベスト８ 村松 優太・大橋 立英 

１年 ベスト８ 金子 真大・長谷川 凌 

       箕浦 太陽・金子 朋矢 

        菰田 悠羅・山田健太郎 

 

平成 30年度 愛知県新人体育大会 東三河予選（9月 8、15日他） 

団体戦 1回戦 本校 ２－３ 国府（S1:長坂、D1:岩堀･村松優、S2:大橋、D2:北戸･大岩、S3村松遼） 

シングルス ブロックベスト４ 岩堀 奏大、村松 優太、村松 遼人 

  ダブルス  ブロックベスト８ 村松 優太・大橋 立英 

 

【女子テニス部】 

第７２回愛知県高等学校総合体育大会テニス競技 県大会 

本校 １ ― ２ 南山国際 

 （Ｄ  ５ ― ８ ） 

（Ｓ１ ９ ― ７ ） 

 （Ｓ２ ３ ― ８ ） 

  


