
平成 30年度 部活動大会等結果 
【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（土）、２９日（日）、３０日（祝月）） 

１５００ｍ 男 ５位 宮瀬 陸 

走り幅跳び 男 ２位 夏目 涼平 

三段跳び  男 ２位 柴田 隼佑 

円盤投げ  男 ５位 鈴木 康聖 

８００ｍ  女 ５位 千原 恵美 

砲丸投げ  女 ４位 山田 真萌子 

円盤投げ  女 １位 山田 真萌子  ４位 谷澤 杏依厘 

＊以上７名は、愛知県高等学校総合体育大会（５月１８日（金）～２０日（日））に出場 

 

愛知県高等学校総合体育大会（５月１８日（金）～２０日（日）） 

１５００ｍ 男 ５位 宮瀬 陸   決勝進出 １２位 

走り幅跳び 男 ２位 夏目 涼平  ６位 

＊走り幅跳び男は、東海高等学校総合体育大会（６月１５日（金））に出場 

 

【男子バレーボール部】 

第 72回愛知県高等学校総合体育大会 東三河支部予選会（４月２２日、３０日） 

１回戦 本校 ２－０ 豊橋南 

２回戦 本校 ２－０ 時習館 

準決勝 本校 ２－０ 豊橋東 

決勝  本校 ０－２ 渥美農業    第２位 県大会へ 

第 72回愛知県高等学校総合体育大会 県大会（５月１９日） 

１回戦 本校 ０－２ 栄徳 

 

【卓球部】 

第５１回全三河新人卓球大会（4月 21日（土）） 

一般男子の部 第３位 小林 稜汰 

 

平成３０年度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 

（4月 29日(日)、30日(月)、5月 3日(木)） 

   学校対抗 

    男子（小林・村上・和田・本多佑・本多史・三城・坂牧・今泉） 

           ２回戦 本校 ３－２ 三谷水産 

           ３回戦 本校 ２－３ 豊橋商業 

     五位決定戦 １回戦 本校 ２－３ 渥美農業 

    女子（西川・牧野・水野・沓名・大矢・河内・山本・守田） 

           １回戦 本校 ３－２ 御津 

           ２回戦 本校 ０－３ 蒲郡 

 



   シングルス 

男子 ベスト２４ 村上凌太 

     第５位   小林稜汰（県大会出場） 

   ダブルス 

    男子 第３位   小林稜汰・村上凌太（県大会出場） 

 

【女子テニス部】 

第 72回愛知県高等学校総合体育大会東三河予選会（4月 14日(土)・21日(土)・28日(土)） 

シングルス ブロック準優勝  岩瀬 由季奈  南浦 琴帆 

      ブロックベスト４ 小柳津 亜華里  佐野仁千佳 

         ブロックベスト８    黒板晴香 

ダブルス     ブロック準優勝     岩瀬由季奈・小柳津亜華里 

            ブロックベスト８    太内こうめ・黒板晴香  佐野仁千佳・南浦琴帆 

                        富永優奈・橋本伊織  石井奈々・宇田早希 

団体戦  

一回戦   本校 ２ ― １ 豊橋東 

二回戦   本校 ０ ― ３ 桜丘 

三位決定戦 本校 ２ ― ０ 時習館 

二位決定戦 本校 ２ ― ０ 小坂井   県大会出場 

県大会 

一回戦   本校 １ ― ２ 南山国際  

 

【弓道部】 

第 72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(木)） 

個人 県大会出場 2名 

   男子 松河 圭亮 

   女子 森田 京花 

 

第三十七回砥鹿神社奉納弓道大会 

個人 第三位 塩崎未波 

 

【ハンドボール部】 

第７２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 

・予選トーナメント 豊丘３０－１２豊橋西 （４月２１日（土）） 

・決勝リーグ    豊丘１７－１６蒲郡東 （４月２２日（日）） 

             豊丘１６－２８国府  （４月２２日（日）） 

             豊丘１８－１４時習館 （４月２８日（土）） 東三河第２位、県大会出場 

・ベストセブン 長岡波瑠子、長坂優羽  

第７２回 愛知県高等学校総合体育大会ハンドボール競技 県大会 

・一回戦 豊丘１７－１２一宮西 （５月１９日（土）） 

・二回戦 豊丘１８－３２愛知商業 （５月１９日（土）） 



 

 

【野球部】 

平成３０年度 春季東三河高校野球１次リーグ戦（３月２３日(金)～２８日(水)） 

   本校 ３ － ４ 御津  

   本校 ０ － ５ 蒲郡  

   本校 ５ － ４ 蒲郡東   

   本校 ０ － 12 豊橋南  

本校 ２ － 12 桜丘   1勝４敗 

 

【ソフトボール部】 

第 72回愛知県高等学校総合体育大会東三河支部予選会（4月 21日(土)・22日(日)・28日(土)・29日(日)） 

予選トーナメント 

   本校 ７―０ 蒲郡 

   本校 １―３ 豊川 

決勝トーナメント 

   本校 ２―１ 藤ノ花女子 

   本校 ２―３ 豊川 

   本校 １―０ 蒲郡 

   本校 ２―３ 豊橋商業    第３位 

 

【女子バレーボール部】 

第 72回愛知県高等学校総合体育大会 東三河支部予選会（４月２２日、３０日） 

２回戦 本校 ２－０ 新城東 

３回戦 本校 ２－１ 成章 

準決勝 本校 １－２ 藤ノ花女子 

３位決定戦 本校 ０－２ 蒲郡     

 

【サッカー部】 

第 72回愛知県高等学校総合体育大会東三河支部予選会  (4/22(日)) 

第２回戦 本校 ０－２ 時習館 

 

【男子テニス部】 

第 72回愛知県高等学校総合体育大会東三河予選会（4月 14日(土)・21日(土)・28日(土)） 

シングルス ブロックベスト 4  長坂 篤弥 

      ブロックベスト８ 横山 生吹、三浦 温、井立 空良 

ダブルス  ブロックベスト８ 長坂 篤弥・岩堀 奏大、村松 優太・大橋 立英 

団体戦  1回戦 本校 ０－３ 小坂井 

 

 

 



 

【男子ソフトテニス部】 

第 72回愛知県高等学校総合体育大会東三河予選会 （団体戦 4月 14日、21日（土）・個人戦 4月 22日(日)） 

  団体戦 予選リーグ(4/14) 

   豊丘１－②蒲郡   

     ③－０作手 

     ０－③成章 

     ０－③新城東  予選リーグ敗退 

  個人戦(4/22)  

   荒山・大林組、星野・鈴木太組  １回戦敗退 

   富山・鈴木真組、鈴木大・青木組 ２回戦敗退 

   鈴木貴・角南組         ３回戦敗退 

 

【女子ソフトテニス部】 

第 72回愛知県高等学校総合体育大会東三河予選会 （団体戦 4月 14日、21日（土）・個人戦 4月 22日(日)） 

  団体戦 予選リーグ(4/14) 

   豊丘②－１蒲郡東   

     ③－０宝陵 

     ０－③成章 

     ③－０田口  予選リーグ２位 

     決勝リーグ(4/21) 

   豊丘０－③成章   

     ③－０豊橋東 

     ０－③豊川 

     １－②時習館 

     ０－③豊橋中央   

     ③－０渥美農業 

     １－②豊橋商業  決勝リーグ６位    

 

  個人戦(4/22)  

   勝・大野組          １回戦敗退 

   鈴村・佐宗組         ２回戦敗退 

   杉原・井土組、中村・吉田組  ３回戦敗退 

 

【バスケットボール部男子】 

第 72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 21日（土）・22日（日）・29日（日）） 

２回戦        本校 ８２ ― ４０ 蒲郡 

準々決勝       本校 ６１（延長）６３ 豊橋東 

順位決定トーナメント 本校 ９３ ― ６１ 成章 

五位決定戦      本校 ６３ ― ５３ 豊橋工  ５位 



 

【バスケットボール部女子】 

第 72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 21日（土）・22日（日）・29日（日）） 

２回戦        本校 ８７ ― ３６ 宝陵 

準々決勝       本校 ５３ ― ９３ 豊橋東 

順位決定トーナメント 本校 ５３ ― １０７ 国府 

 

【剣道部】 

第 72回愛知県高等学校総合体育大会東三河予選会 （個人戦 4月 30日(月祝)・団体戦 5月 4日（土）） 

個人戦 

淺岡（本校）×－○ 時習館  

河合（本校）○－× 豊川工業 

          ×－○ 豊川 

村田（本校）×－○ 国府 

老平（本校）○－× 豊橋南 

      ×－○ 豊橋東 

団体戦 

男子 豊丘１－１蒲郡東 

       豊丘０－３豊橋東 

       豊丘１－２豊橋南 予選リーグ敗退 

女子 豊丘２－２豊橋商業 

   豊丘０－４豊橋東 予選リーグ敗退 

    

【柔道部】 

第７２回 愛知県高等学校総合体育大会 柔道競技 蒹 第６７回 全国高等学校柔道大会 県予選 

蒹 第６５回 東海高等学校総合体育大会 柔道競技 県予選 

＜５月１２日 愛知県武道館 第１競技場  女子個人戦 トーナメント＞ 

２回戦 敗退 

   豊丘 （村松） ×  ○ 大成 （神谷） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


