
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 成績

水泳部

第61回西三河高等学校水泳競技会
1-8 安富千隼　200ｍ　背泳ぎ第2位
1-3 榊原龍昇　200ｍ　バタフライ第3位

令和３年度愛知県高等学校新人大会西三河予選会
2-3　美野部のえ　200m　平泳ぎ第2位

令和３年度愛知県高等学校新人大会
県大会出場
2-2　清水郁心　50m自由形
2-3　美野部のえ　200m平泳ぎ
1-3　榊原龍昇　200mバタフライ

女子ハンドボール

令和３年度愛知県高等学校ハンドボール選手権大会　西三河支
部予選会
２回戦　　　　〇安城　　25 - 6　豊田北
準々決勝　　×安城　　 8 - 25　岡崎城西
５決予備戦　○安城　　15 -14　三好
５決　　　　　 ×安城　　20 - 31　杜若　       結果６位（県大会出
場）

令和３年度愛知県高等学校ハンドボール選手権大会　県大会
１回戦　　　　×安城　　12 - 19　桜台

令和３年度西三河地区高等学校ハンドボール選手権大会
２回戦　　　　○安城　　18 -  9　西尾
準々決勝　　〇安城　　17 - 11　安城学園
準決勝　　　 ×安城　　16 - 23　岡崎商業
３決　　　　 　○安城　　19 - 16　杜若　        結果３位

第４６回碧海高校生ハンドボール大会
２回戦　　　　○安城　　19 -  5　刈谷北
準決勝　　　 ×安城　　  8 - 10  知立東
３決　　　　　 ○安城　　24 - 11　安城南　　　結果３位

卓球

国民体育大会愛知県予選
　男子シングルス　 ４回戦進出　１－３増永康太

西三河高校卓球選手権
　女子ダブルス　 　ベスト８ 　 ２－２中根愛実
　　　　　　　　　　　　　　   ２－６二木春佳　組
　
西三河地区高校卓球リーグ
  男子団体　６部リーグ
              ３－０　豊田大谷
　　　　　    ３－１　豊田
　　　　　　  ３－０　知立
　　　　　　  ３－０　岡崎学園       リーグ１位
            入れ替え戦
              ３－１　豊田北　　　　 ５部昇格
  女子団体　３部リーグ
              ３－２　豊田西
　　　　　　　２－３　鶴城丘
　　　　　　　３－２　豊田東
　　　　　　　０－３　西尾東         リーグ３位

全日本選手権愛知県予選
　男子シングルス　 ５回戦進出　１－３増永康太

陸上

第23回西三河高等学校陸上競技一年生大会兼二年生記録会
２年生男子走高跳　　 優　勝　　２年３組　川島　晴
１年生男子円盤投　　 優　勝  　１年４組　齋藤　和弥
　　　　　　　　　　　　　　第３位　　１年３組　河合　巧芽
２年生女子円盤投　　 第３位 　　２年２組　児玉　恵美

令和３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１００ｍ　　　　第７位　　１名
男子８００ｍ　　　　第６位　　２年６組　権藤　颯人
男子走高跳　　　　第５位　　２年３組　川島　晴
男子円盤投　　　　第６位　　１年４組　齋藤　和弥
　　　　　　　　　　　 第７位　　１年３組　河合　巧芽
女子５０００ｍＷ　 優　勝　　１年１組　柘植　八重華
女子円盤投　　　　第５位　  ２年２組　児玉　恵美

射撃

第５９回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会
BR４０WJ
３８位　米丸空瑠美（３－１）
BR４０J
１０５位　社本将弘（３－５）
１３６位　山下真典（３－８）

第７６回国民体育大会東海地区予選会
BP６０WJ
２位　加藤舞花（３－６）
BR６０J
２位　山下真典（３－８）
＊２名とも本選への出場権を獲得していた。

弓道

第75回愛知県高等学校総合体育大会弓道競技西三河支部予選
会
女子団体　第2位
男子個人　第2位　横田　仁
　　　　　　　第2位　弓場　紳平
女子個人　第4位　紫倉　千夏

令和三年度西三河支部高等学校弓道選手権大会　南地区
男子個人　優勝　梅澤　侑希
男子団体　第3位
女子個人　第2位　朝比奈　凜

野球

夏季愛知県高等学校野球大会
１回戦　○安城 10 - 0   猿投農林
２回戦　○安城 　5 - 4  犬山
３回戦　●安城   5 - 9　至学館

第74回愛知県高等学校野球選手権大会
１回戦　●安城　0 - 10  西尾東

愛知県高校野球　秋季西三河地区予選
一次リーグ　　 　 ○安城　5 - 2  三好
　　　　　　　　　　　○安城　3 - 1　岩津
　　　　　　　　　　　●安城　6 - 7　豊野
　　　　　　　　　　　○安城　5 - 4　科技高豊田

二次トーナメント　一回戦○安城　3 - 2 岡崎工科
　　　　　　　　　　　二回戦○安城　2 - 4 刈谷
　　　　　　　　　　　三回戦●安城　3 - 4 安城学園　西三河ベスト４

女子ソフトテニス

令和３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
２回戦敗退３ペア
３回戦敗退２ペア
・団体戦
1次リーグ
安城０－③刈谷
安城③－岩津　　　2次リーグへ
２次リーグ
安城０－③岡崎商業
安城③－０三好
安城０－③刈谷　　9位決定戦へ
9位決定戦敗退し、１０位

サッカー
第１００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　０－４　　豊野　１回戦敗退

女子バレー

令和3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  刈谷北
●安城　0 -  2  岡崎北

第７４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  安城東

文芸部

●芭蕉翁献詠俳句（公益財団法人芭蕉翁顕彰会）
入選
２年４組３８番　女　山田涼加（やまだすずか）
３年１組１０番　女　菊川瑚白（きくかわこはく）
３年５組２２番　男　清水庸平（しみずようへい）

●第六十回全国俳句大会ジュニアの部（公益社団法人俳人協会）
入選
２年５組２６番　女　田嶋怜花（たじまれいか）

●第３３回安城市民文芸まつり　※２０２１年１１月１２日に記入
入選
２年１組１８番　鈴木凛　　　　 ／　２年４組　３８番　山田涼加
２年６組　２０番　鈴木伽威　　／　２年７組　２１番　杉浦雅弥
２年７組　２９番　永江天音　　／　３年１組　１０番　菊川瑚白
３年１組　２８番　細井翠月　　／　３年４組　３２番　平岩洋一
３年５組　４０番　深谷真以子 ／　３年６組　４番　大塩さくら

※すべての大会において、文芸部以外の受賞者多数あり。そちら
の
　くくりは国語科。詳細はＲ３大会結果報告書→文芸部→文芸部Ｒ
３

吹奏楽

2021年度愛知県吹奏楽コンクール
西三河南地区大会　金賞・地区代表
県大会　銀賞

2021年度中部日本吹奏楽コンクール愛知県大会
大編成の部　銀賞

男子ソフトテニス部 なし 男子バレー

令和３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 - ０　衣台
●安城　０ - ２　岡崎西

第７４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  刈谷

男子バスケ

令和３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　82 - 52  科技高豊田
２回戦　●安城　41 - 84  岡崎北

第７4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 CHAMPIONSHIP2021 特別大会）
１回戦　○安城　81 - 35  碧南工科
２回戦　●安城　46 - 86  豊田高専

女子バスケ

令和３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 38 - 127 碧南

第７4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  65 - 58  衣台
２回戦　●安城  49 - 85  刈谷

令和３年度　部活動大会結果　　７月～１０月


