令和2年度 部活動大会結果

6月～１０月
安城高校ＰＴＡ部活動・国際交流委員会

部活動名

成績

部活動名

高体連主催愛知県ハンドボール選手権大会西三河支部予選会
１回戦 ○安城 20 - 9 岡崎
２回戦 〇安城 18 - 17 岡崎西
準々決勝 ○安城 19 - 8 知立
準決勝 ×安城 7 -18 岡崎城西
３決 ×安城 11 - 22 杜若
結果４位

第60回西三河高等学校水泳競技会
2-1 梅田未知 200ｍ 平泳ぎ第3位

水泳部

令和２年度愛知県高等学校新人大会
県大会出場
2-5 尾崎大慶 100m自由形
2-6 塔本壮真 200m背泳ぎ
1-1 清水郁心 50m自由形＋400mフリーリレー
1-4 浅井りえ 50m自由形＋400mフリーリレー
1-8 美野部のえ 50m自由形＋400mフリーリレー
2-1 荒木望那 100m背泳ぎ＋400mフリーリレー
2-1 梅田未知 200m平泳ぎ＋400mフリーリレー
2-7 外山天音 100m自由形＋400mフリーリレー
2-8 岩瀬心瑚 200m背泳ぎ＋400mフリーリレー

令和２年度西三河地区高等学校ハンドボール選手権大会
女子ハンドボール ２回戦 ○安城 19 - 18 岡崎北
準々決勝 〇安城 16 - 9 岡崎商業
準決勝 ×安城 10 - 23 安城学園
３決 ×安城 16 -22 杜若
結果４位
第４４回碧海高校生ハンドボール大会
予選Ⅱトーナメント ×安城 12 - 14 西尾
５～８位予備戦 〇安城 18 - 9 刈谷
５決 〇安城 19 -17 安城南
結果５位
令和２年度西三河高等学校学年別陸上競技大会
１年生男子走高跳
第２位 １年８組 川島 晴
２年生男子１１０ｍＨ 優 勝 ２年６組 森 ばお
２年生女子やり投げ 優 勝 ２年６組 加藤 実夏
３年生女子やり投げ 優 勝 ３年２組 春日井 佳美

第９９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 １－１５ 安城学園 １回戦敗退
サッカー

高円宮杯U－１８サッカーリーグ 愛知県リーグ 西三河地区３部
リーグ
９／５ 安城 ０－２ 鶴城丘高校
９／１９ 安城 ０－５ 岡崎工業高校
９／２６ 安城 １－５ 西尾高校Ｂ
１０／４ 安城 ０－０ 杜若高校

成績

愛知県高等学校学年別陸上競技大会
３年生の部 女子やり投げ 第３位 ３年２組 春日井 佳美
陸上
令和２年度愛知県高等学校新人体育大会西三河支部予選会
男子５０００ｍＷ 第２位 １年７組 飛田 悠旭
男子走高跳
第６位 １年８組 川島 晴
女子５０００ｍＷ 優勝
２年２組 柏原 明以
女子やり投げ
第２位 ２年６組 加藤 実夏
令和２年度愛知県高等学校新人体育大会
女子５０００ｍＷ 第４位 ２年２組 柏原 明以

最終学年生徒の部活動成果発表大会
文部科学大臣特別賞 伊藤 日陽（3年6組）

弓道

令和2年度安城選手権大会弓道競技
2418 横田
仁 高校男子の部
優勝
2331 紫倉 千夏 高校・一般女子の部 3位

愛知県立高等学校新人体育大会BR射撃競技大会
ビームライフル少年男子立射６０発競技
優勝 山下真典（２－８）
３位 社本 将弘（２－４）
射撃

令和２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 74 - 39 豊野
２回戦 ○安城 134 - 25 衣台
ブロック決勝 ●安城 36 - 104 豊田大谷

ビームライフル少年女子立射６０発競技
優勝 米丸 空瑠美（２－２）
令和２年度愛知県高等学校学年別ＢＲ射撃競技大会
ビームライフル少年女子立射６０発競技 ２年の部
優勝 米丸 空瑠美（２年２組）
ビームライフル少年男子立射６０発競技 ２年生の部
３位 社本 将弘（２年４組）

男子バスケ

第４１回安城選手権大会秋季競技会
２回戦 ●安城 60 - 73 安城東

令和2年度 安城市体育表彰
優秀選手表彰 伊藤 日陽（3年6組）

夏季愛知県高等学校野球大会
１回戦 ○安城 9 - 1 岡崎商業 （8回コールド）
２回戦 ○安城 6 - 5 西尾東 （延長12回）
３回戦 ●安城 0 - 2 岡崎工業
野球

第73回愛知県高等学校野球選手権大会
１回戦 ●安城 0 - 2 国府
愛知県高校野球 秋季西三河地区予選
一次トーナメント ○安城 2 - 1 加茂丘・衣台・猿投農林
○安城 10 - 0 豊田南 （６回コールド）
一位トーナメント ●安城 0 - 12 愛産大三河 （５回コールド）

令和２年度愛知県高等学校新人体育大会
ソフトテニス競技西三河予選会
個人戦
１回戦敗退３ペア
女子ソフトテニス
２回戦敗退２ペア
団体戦
１チーム出場
１回戦敗退

ねんりんピック（厚生労働省主催）
優秀賞
３年１組 大河内麻衣子
３年６組 深津直哉
入選
３年４組 谷口七海
３年６組 石原櫻子
文芸

芭蕉翁献詠俳句
入選
２年８組 磯貝柊貴
２年４組 兵藤侑己
１年８組 杉浦雅弥

令和２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 32- 50 碧南

女子バスケ

令和２年度愛知県高等学校バレーボール選手権大会 西三河支
部予選会
●安城 1 - 2 豊田北
男子バレー

第７３回全日本バレーボール高等学校選手権大会 西三河支部
予選会
○安城 2 -1 衣台
○安城 2 - 1 刈谷北
●安城 1 - 2 刈谷

第７3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
（ U18ALL AICHI CHAMPIONSHIP2020 特別大会）
１回戦 ○安城 56 - 55 刈谷
２回戦 ●安城 37 - 69 碧南
第４１回安城選手権大会
１回戦 ●安城 37 - 39 安城南

第３２回市民文芸まつり（安城文化協会）
入選
１年７組 佐藤宏樹
1年７組 松平祐真
２年３組 大塩さくら

第75回国民体育大会選手選考会兼令和2年度
愛知県総合選手権大会ソフトテニス競技西三河予選会
１０ペア出場
男子ソフトテニス部
２回戦敗退２ペア
３回戦敗退２ペア
ベスト３２（県大会出場）

第７3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
（ U18ALL AICHI CHAMPIONSHIP2020 特別大会）
１回戦 ●安城 57 - 80 刈谷

女子バレー

令和２年度愛知県高等学校バレーボール選手権大会
西三河支部予選会
○安城 2 - 1 岡崎東
●安城 0 - 2 岡崎北
第７３回全日本バレーボール高等学校選手権大会
西三河支部予選会
●安城 0 - 2 知立東

