
部活動名 成績
サッカー部

令和元年度高等学校西三河支部サッカー大会
Gリーグ
安城　０－２　鶴城丘
　　　　１－２　刈谷北
　　　　１－０　知立　　　リーグ３位予選リーグ敗退

第９８回全国高校サッカー選手権大会
西三河支部選手権大会
安城　０－３　刈谷工業　１回戦敗退

高円宮杯U－１８サッカーリーグ　西三河地区３部リーグB
安城　１－３　岡崎東　　　　　安城　４－１　豊野B
　　　　１－１　碧南　　　　　　　　　　11－１　一色
　　　　２－２　加茂が丘　　　　　　　 ２－２　高浜
　　　　１－１　知立　　　　　　　　　 　３－１　岩津
　　　　１－０　松平　　　　　勝ち点１６　３部残留決定

バレーボール部　男子 第７２回全日本バレーボール高等学校選手権大会
西三河支部予選

安城　０－２　岩津

令和元年度西三河高等学校１年生バレーボール大会

安城　０－２　岡崎北
　　　　０－２　西尾

令和元年度西三河高等学校バレーボール選手権大会
安城　０－２　衣台

バレーボール部　女子 第７２回全日本バレーボール高等学校選手権大会
西三河支部予選

安城　２－０　豊田東
　　　　０－２　岡崎商業

令和元年度西三河高等学校１年生バレーボール大会

安城　２－１　岡崎東
　　　　２－１　光が丘女子
　　　　０－２　岡崎商業　　　　　　　　第２位

令和元年度西三河高等学校バレーボール選手権大会
安城A　２－０　光が丘女子B
　　　　 ２－１　衣台
　　　　 ０－２　岡崎北

安城B　２－０　西尾
　　　　 ０－２　岡崎城西

ソフトテニス部　女子 第74回国民体育大会選手選考会兼
令和元年度愛知県総合選手権大会　西三河予選会
２回戦敗退

令和元年度全三河高等学校　西三河予選会
２回戦敗退　予選リーグ敗退

令和元年度愛知県高等学校新人体育大会　西三河予選会
個人戦　２回戦敗退
団体戦　予選リーグ敗退

令和元年度西三河高等学校ソフトテニス選手権大会
個人戦Ｂ級の部　２回戦敗退

射撃部
国民体育大会　東海ブロック大会
BP60WJ　第１位　伊藤　日陽（２－５）
BP60J　　第３位　権田　颯琉（３－７）

国民体育大会　全国大会
BP60WJ　第２位　伊藤　日陽

野球部
第７０回愛知県高等学校野球選手権大会
西三河地区予選　　　　　準優勝

令和元年度　部活動大会結果　　７月～



剣道部
安城市秋季剣道大会
男子４名、女子３名出場

愛知県高等学校新人体育大会　剣道競技
男子個人　２名出場
女子個人　２名出場
　　　　　　　　うち１名　３回戦進出　牧野日良梨（２－２）

柔道部
豊田市民総合体育大会　柔道大会
第２位　原田　佳澄 （２－１）

西三河高校体重別選手権大会
第３位　原田　佳澄

第４０回安城選手権大会柔道競技
優　勝　　松原　秀弥（１－４）
第３位　　原田　佳澄

国体西三河予選
男子シングルス　１回戦敗退　６名
　　　　　　 　　　　２回戦進出　４名
　　　　　　 　　　　３回戦進出　３名
　　　　　　 　　　　４回戦進出　３名
　　　　　　 　　　　決定戦進出 １名

女子シングルス　１回戦敗退　３名
　　　　　　　 　　　２回戦進出　６名
　　　　　　　　　 　３回戦進出　４名
　　　　　　　　 　　４回戦進出　２名
　　　　　　 　　　　決定戦勝利 １名
　　　　　　　　　　　牧　千夏（２－８）　県大会出場
　　　　　　　　　　　推薦出場　　２名
　　　　　　　　　　　天野　夏菜（２－３）
　　　　　　　　　　　石川　舞子（３－６）

国体一次予選
女子シングルス　１回戦敗退　１名
　　　　　　　　　　　３回戦進出　２名
　　　　　　　　　　　天野　夏菜、石川舞子

安城市ダブルス卓球大会
一般男子の部　決勝トーナメント進出　２組
一般女子の部　決勝トーナメント進出　３組

陸上部
第６２回東海陸上競技選手権大会
女子５０００ｍW　第２１位　多久　なづな（２－１）

令和元年度愛知県高等学校新人体育大会
陸上競技大会　西三河支部予選会
女子５０００ｍW　　　　第１位　多久　なづな
　　　　　　　　　　 　　　第６位　柏原　明以（１－１）
　　　　　　　　　　 　　　第７位　竹内　優芽佳（１－２）

女子やり投　　　　　　 第２位　春日井　佳美（２－２）

女子円盤投　　　　　　第４位　新美　奈央（２－３）

令和元年度愛知県高等学校新人体育大会
陸上競技大会
女子５０００ｍW　　　　第３位　多久　なづな
女子やり投　      　　第６位　春日井　よし美
女子円盤投            出場　 新美 奈央

第２２回東海高等学校新人体育大会
陸上競技選手権大会
女子５０００ｍW　　　　第４位　多久　なづな
女子やり投　　　　　　 出場　　春日井　佳美

卓球部



西三河地区高校卓球選手権大会
男子シングルス　　　１回戦敗退　　６名
　　　　　　　　　　　　　２回戦進出　　９名
　　　　　　　　　　　　　３回戦進出　　２名
　　　　　　　　　　　　　４回戦進出　　２名

男子ダブルス　　　　 ２回戦進出　　６組
　　　　　　　　　　　　　３回戦進出　　２組
　　　　　　　　　　　　　５回戦進出　　１組

女子シングルス　　　１回戦敗退　１０名
　　　　　　　　　　　　　２回戦進出　　６名
　　　　　　　　　　　　　３回戦進出　　４名
　　　　　　　　　　　　　４回戦進出　　１名

女子ダブルス　　　　 ２回戦進出　　４組
　　　　　　　　　　　 　３回戦進出　　１組
　　　　　　　　　　 　　４回戦進出　　１組
　　　　　　　　　 　　　６回戦進出　　１組
　　　　　　　　 　　ベスト８　川添友梨香、牧 千夏　ペア

西三河地区高校卓球リーグ大会
４部リーグ　 安城　３－１　知立
　　　　　　　　　　　　３－０　岩津
　　　　　　　　　　　　３－０　幸田
　　　　　　　　　　　　３－１　刈谷北           リーグ１位
入れ替え戦　　　　 ３－１　豊田北　　　　　　３部昇格

東海卓球選手権大会　愛知県予選
男子シングルス　　　　１回戦敗退　　１名
　　　　　　　　　　　　　　２回戦進出　　１名

女子シングルス　　　　１回戦敗退　　３名
　　　　　　　　　　　　　　２回戦進出　　１名
　　　　　　　　　　　　　　３回戦進出　　１名
　　　　　　　　　　 代表決定戦進出　　１名　牧　千夏

刈谷市長杯
一般男子A　　　１回戦敗退　　２名
　　　　　　　　　　２回戦進出　　１名
　　　　　　　　　　３回戦進出　　２名
　　　　　　　　　　４回戦進出　　２名

一般女子A　　　１回戦敗退　　３名
　　　　　　　　　　２回戦進出　　１名
　　　　　　　　　　３回戦進出　　１名
　　　　　　　　　　４回戦進出　　１名
　　　　　　　　　　５回戦進出　　１名
　　　　　　　　　　ベスト８　　天野　夏菜

新人戦　西三河予選
男子団体　　　１回戦　　　　　３－１　豊田大谷
　　　　　　　　　２回戦　　　　　３－０　南山国際
　　　　　　　　　３回戦　　　　　２－３　刈谷北

女子団体　　　１回戦　　　　　なし
　　　　　　　　　２回戦　　　　　３－０　豊野
　　　　　　　　　３回戦　　　　　３－０　知立東
　　　　　　　　　４回戦　　　　　０－３　刈谷
　　　　　　　　　順位決定戦　 １－３　岡崎西
　　　　　　　　　　　　　　　　　　３－０　吉良　　　　　７位　　県大会出場

ハンドボール部　女子
令和元年度愛知県高等学校選手権大会
西三河支部予選会

安城　５－１３　岡崎北

令和元年度西三河地区高等学校選手権大会

１回戦　安城　３１－１１　衣台
２回戦　安城　１３－１６　杜若

第４３回碧海高校生ハンドボール大会

予選Ⅲリーグ　安城　２５－１０　刈谷北
予選Ⅱリーグ　　　　　２６－１０　西尾
準決勝　　　　　　　　  １２－１０　知立東
決勝　　　　　　　　　　 １７－２５　安城学園
　　　　　　　　　　　　　結果　準優勝

卓球部



バスケットボール部　男子 令和元年度西三河支部バスケットボール競技
夏季選手権大会
２回戦　　安城　５１－４４　知立東
３回戦　　　　　　７６－７２　松平
ブロック決勝　　４１－８３　安城東

第４０回　安城選手権大会　秋季競技会
１回戦　　安城　６３－５４　安城農林
２回戦　　　　　　４８－９０　安城学園
３位決定戦　　　７１－６１　安城南

第７２回全国高等学校バスケットボール選手権大会
愛知県大会
１回戦　　安城　６０－４８　東浦
２回戦　　　　　　３９－９３　愛工大名電

水泳部 令和元年度愛知県高等学校新人体育大会　県大会出場

１００ｍ自由形　松本　倭子（２－１）、 尾﨑　大慶（１－３）
　　　　　　　　　 外山　天音（１－５）
１００ｍ背泳ぎ　荒木　望那（１－２）
１００ｍ平泳ぎ　髙須ちひろ（２－５）
２００ｍ背泳ぎ　塔本　壮真（１－３）、岩瀬　心瑚（１－３）
２００ｍ平泳ぎ　大木　里菜（２－２）、梅田　未知（１－２）

ソフトボール部 令和元年度愛知県高等学校
女子ソフトボール選手権大会

安城　０－１１　聖霊高校（４回コールド）

令和元年度愛知県高等学校新人体育大会　西三河予選

予選
安城　７－０　吉良（棄権）
　　  　８－０　豊田北
　　  　１－１６　知立
決勝トーナメント
安城　５－９ 西尾

弓道部 西三河支部高等学校弓道選手権大会　南地区大会
男子個人　４位　　　湯又　慎太郎（２－５）

吹奏楽部 中部日本吹奏楽コンクール　愛知県大会　銀賞

愛知県吹奏楽コンクール　県大会　銀賞

文芸部 第３１回市民文芸まつり
入選　　鳥居　大睴（３－８）　　加藤　真巳（３－７）
　　　　　有賀　美幸（３－２）　　石原　櫻子（２－４）
　　　　　清水　庸平（１－６）

令和元年度（第７３回）芭蕉祭
入選　　平岩　洋一（１－３）　　石川　瑞穂（２－２）
　　　　　鴨下　萌花（３－５）　　加藤　真巳

俳人協会第５８回全国俳句大会
入選　　高沢　光太郎（３－５）
（備考：中西夕紀　選）
佳作　　神谷　汐香（３－７）　　三島　彰祐（３－５）

第３２回全国健康福祉祭和歌山大会
ねんりんぴっく紀の国わかやま2019
ジュニアの部・高校生
優秀賞　　鳥居　ひな子（３－２）　　加藤　真巳
入選　　 　高村　光太郎　　　　　　　石原　櫻子
 　　　　　　岩井　竣亮（２－６）　　　 加藤　真巳

バスケットボール部　女子 令和元年度西三河支部バスケットボール競技
夏季選手権大会
１回戦　安城 ４４－７４岡崎東

第４０回安城選手権大会
１回戦　安城３５ － 安城東６６
３位決定戦　安城５８ － 安城南４８

第７２回全国高等学校バスケットボール選手権大会
愛知県大会（第７回ALL　AICHI)
１回戦　安城 ３８－８７ 愛大瑞穂



書道部 第５２回中日西三学生書道展
優秀賞　　鈴木　よつ葉（２－３）
　　　　　　磯貝　優希（１－２）
　　　　　　星野　千晶（２－６）
　　　　　　黒川　萌々香（１－７）

第１８回全国書道展
奨励賞　　長崎　有紗（２－４）
　　　　　　 上本　果穂（２－３）


