
男女ソフトテニス部 

部活動紹介  

 

男子  

私たち安城高校男子ソフトテニス部は、団体戦・個人戦ともに県大会出場を目指して練習

をしています。 

現在、部員は男子だけで２０人を超えます。 

人数が増えたことで、日々の練習の質が向上してきました。 

練習は、放課後と土曜日を基本として、大会が近づくと日曜日に練習をすることもありま

す。 

練習の内容は、大会の反省点を見つけ主体的に取り組むようにしています。 

顧問の先生の指導もあり、厳しい練習でさえも笑顔で取り組む事が出来ています。ソフト

テニスの技術だけでなく、勉強にも力を入れ、人間性も成長できる部活なので、ぜひ一緒

にプレーをしてみませんか。 



令和４年度 大会結果報告（男子） 
令和４年度総合体育大会  ソフトテニス競技  

令和４年４月１６日（土）・１７日（日） 

個人戦  

 

湯口 ・吉岡 ペア ２回戦突破 

新実 ・大見 ペア ２回戦突破 

神谷響・井口 ペア ２回戦突破 

竹内 ・壁谷 ペア 3回戦突破 

渡邊 ・川副 ペア 3回戦突破 

 

 

 ３年生にとっては引退のかかった緊張する大会でした。 

 本来の力を発揮することができず、惜しくも県大会を逃しました。 

  

令和４年４月２３日（土）・２４日（日） 

団体戦  

 

１次リーグ（１位通過） ２次リーグ（３位） 

３－０ 岡崎商業    ０－３ 安城東 

３－０ 足助      ０－３ 豊田北 

２―１ 安城農林 

順位決定戦 

２－１ 刈谷 

３－０ 鶴城丘 

１－２ 豊田南    【 2 大会連続県大会出場 】 

 

 なかなか調子をつかむことができずに苦しい展開の試合が続きました。 

 前回大会の西三河４位のシードを活かすことができず、２次リーグ３位となり、 

 背水の陣で挑んだ順位決定戦。最後はチーム一丸となって勝利をつかみ、目標 

 にしていた県大会出場を 2 大会連続で果たすことができました。 



令和３年度 大会結果報告（男子） 
令和３年度新人体育大会  ソフトテニス競技  

令和３年９月１８日（土）・１９日（日） 

個人戦  

 

湯口 ・大見 ペア ２回戦突破 

神谷響・井口 ペア ２回戦突破 

竹内 ・𠮷岡 ペア ３回戦突破 

渡邊 ・壁谷 ペア ベスト３２ 【 県大会出場 】 

 

 

 夏の練習で更に力を付け、1 ペア県大会に出場することができました。 

 しかし、実力を発揮することができずに終わってしまったペアもいました。 

 

令和３年度新人体育大会  ソフトテニス競技  

令和３年９月１１日（土）・１２日（日） 

団体戦  

 

１次リーグ（１位通過） ２次リーグ（１位通過） 

２－１ 岡崎東     ２－１ 安城東 

２－１ 岡崎工科    １－２ 猿投農林 

２―１ 豊田西 

3 次リーグ（２位）   順位決定戦 

１－２ 愛産大三河   １－２ 松平 

３－０ 碧南      西三河４位 

１－２ 西尾東     【 県大会出場 】 

 

 全三河予選・個人戦の雪辱を果たし、西三河４位で県大会に出場することができまし 

た。さらに県大会でも初戦を突破し県ベスト１６という功績を収めました。 

 足をつりながらも、前向きに戦い抜きました。立派に戦った選手だけでなく、サブ 

メンバーや保護者に感謝し、さらなる高みを目指します!! 



  

令和３年度国民体育大会  ソフトテニス競技  

令和３年７月３日（土）・４日（日） 

個人戦  

 

神谷響・𠮷岡 ペア ２回戦突破 

湯口 ・川副 ペア ２回戦突破 

渡邊 ・井口 ペア ２回戦突破 

 

竹内 ・壁谷 ペア ベスト２８ 【 県大会出場 】 

県大会（７月 21 日（水）） １回戦突破 

 

９ペア 出場 

 

 新チームとしての大会で１・２年生ペアが活躍することができました。 

 竹内・壁谷 ペアは県大会でも、粘り強いラリーと大胆なボレー＆スマッシュで 

 初戦を突破することができました。 

 

令和３年全三河高等学校  ソフトテニス競技  西三河予選  

令和３年８月３日（火）・４日（水） 

団体戦  

 

１次リーグ（２位通過） 

０－３ 安城東 

３－０ 豊田東 

２―１ 足助 

 

決勝トーナメント 

０－２ 刈谷 ベスト１６ 

 

 力を付けて臨んだ団体戦でしたが、ベスト１６で、本戦出場とはなりませんでした。 

 



 

令和３年度総合体育大会  ソフトテニス競技  

令和３年４月１７日（土）・１８日（日） 

個人戦  

 

田代 ・大谷 ペア ３回戦突破 

大橋怜・前田 ペア ３回戦突破 

 

 

１１ペア 出場 

 

 

 

 ３年生にとって最後の大会。 

 あと一本の重さを痛感する苦しい試合展開が続きました。 

 惜しくも、目標とする県大会へ出場することはできませんでした。 

 

令和３年度総合体育大会  ソフトテニス競技  

令和３年４月２４日（土）・２５日（日） 

団体戦  

 

１次リーグ（２位通過） 

０－３ 岡崎城西 

２－１ 豊田高専 

 

２次リーグ（４位） 

１－２ 刈谷 

１－２ 松平 

 

 



令和２年度 大会結果報告（男子） 
 

令和２年度新人体育大会  ソフトテニス競技  

令和２年９月１９日（土）・９月２０日（日） 

個人戦  

 

竹内 ・川副 ペア ベスト１６【 県大会出場 】 

大橋怜・前田 ペア ベスト３２【 県大会出場 】 

増田 ・井口 ペア ３回戦突破 

神谷 ・大谷 ペア ３回戦突破 

田代 ・壁谷 ペア ３回戦突破 

 

１０ペア 出場 

 

新チームとして挑んだ新人戦。 

5 ペアが 2 日目に残り、２ペアが県大会出場を決めました。 

１・２年生共に、夏の練習で鍛えた成果を十分に発揮することができました。 

 

令和２年度新人体育大会  ソフトテニス競技  

令和２年９月１２日（土）・１３日（日） 

団体戦  

 

１次リーグ（２位通過） 

０－３ 愛産大三河 

３－０ 刈谷北 

２－１ 豊田 

 

２次リーグ（４位） 

０－３ 西尾東 

１－２ 岡崎北 

 



第７５回国民体育大会選手選考会  

（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）  

令和２年７月４日（土）・７月５日（日） 

個人戦  

 

田代 ・前田 ペア ベスト３２【 県大会出場 】 

大橋怜・井口 ペア ２回戦突破 

榊原 ・壁谷 ペア ２回戦突破 

 

１０ペア 出場 

 

 

新型コロナウイルスの影響で、全国大会の中止が決定しました。 

大会開催自体が危ぶまれる中、３年生の成果発表として県大会までという形で、 

実施されました。2 年生ペアが接戦を制し、県大会出場を決めました。 

 

令和２年度全三河高等学校ソフトテニス大会西三河予選会（男子の部）  

令和２年７月２８日（火）・２９日（水） 

団体戦  

 

１回戦 ２－１ 鶴城丘 

２回戦 １－２ 西尾 

 

ベスト１６ 

 

 

 

 

 新型コロナウイルスの影響で、団体戦は初戦からトーナメント形式で試合が行われま 

した。練習も制約のある中で、自分たちのベストを出し切ることができました。 

昨年のシード校に敗れてしまいましたが、収穫の多い大会になりました。 

 


