
 

私たち安城高校卓球部は、団体と個人共に県大会を目指して日々練習しています。 

安城高校卓球部の魅力は、先輩、後輩関係なく部員全体が仲の良い所です。 

安城高校を考えている中学生の皆さん、ぜひ一緒に県大会目指して頑張りませんか？ 

このページでは卓球部の大会結果の報告と普段の練習風景の紹介をします。 

    

（令和４年１月更新）   

 

【 令和４年度 新人体育大会 東海大会出場 】 

  

        
     

１２月２４日（土）２５日（日）に岐阜メモリアルセンターで行われた東海高等学校新人卓球大会に 

男子が出場しました。全国クラスの選手と戦えたことはよい経験になりました。強豪校相手でも、あと 

少しで勝てた試合や取れたセットもあったので、今後の部活動に対する意欲が増しました。今回の 

経験を生かして、技術面だけでなくメンタル面も強化できるように工夫して練習していきましょう。  



【 令和４年度 新人体育大会 愛知県大会 】 
 

 男子団体 ８位      東海大会出場権獲得  

 

         

 西三河予選 ５位            県大会 ８位  

   

新チームに移行するにあたり、団体戦出場者４人中３人が抜けてしまったため、  戦力的に 

不安はありましたが、練習を重ね、多くの大会に出て試合経験を積み、新人戦でも好結果を 

残すことができました。 

特に、県大会では他地区の予選１位校２校に勝つことができ、東海大会出場という大きな 

成果を得ることができました。 

         

 

【 令和４年度 高校総体  愛知県大会  】 
 

 男子団体 ベスト８      女子団体 ベスト１６  

 

        
 

１回戦、２回戦と持てる力を十分に発揮して勝ち     この６年間で５度目の県大会、ようやく団体  

上がり、念願だった愛工大名電との対戦が実現     戦で１勝することができました。接戦の連続 

しました。臆することなく戦うことができ、随所に      で緊張の度合いが非常に激しい中、なんと 

好プレイが見られました。                   か粘って勝利をつかみ取りました。 



☆ 大会の様子など  

 

【 令和４年度 高校総体 西三河予選 】 

      男子団体 ベスト４              女子団体 ベスト８    

         

      

昨年度の新人戦で負けた第２シード校に        勝てば県大会出場が決まる試合では、 

リベンジすることができ、その後も強豪校に       シード校を倒して勝ち上がってきた学校と 

勝つことができました。フルセットまでもつれる     対戦しました。１－２とリードされましたが、 

試合が何試合もありましたが、見事な粘りで      後の２人が頑張り、逆転で勝つことができ 

勝利をつかみ取りました。                  ました。 

 

 

男女一緒に団体戦で県大会に出場できるのはあまりないことなので、非常にうれしい結果となりました。 

 

また、個人戦でも、男子シングルス１人、ダブルス１組、女子シングルス２人が県大会に出場しました。 

 

 

【 令和４年度 高校総体 県大会 】  【 令和４年度 国体 県大会 】 

               

  

男子：愛工大名電の選手と対戦しました。             男子：２人とも負けた試合はギリギリの勝負 

惜しい場面もありましたが押し切られました。           でした。次頑張ろう。 

女子：東海大会で優勝した選手と対戦することが         女子：３人とも、最後の県大会でした。 

       でき、よい経験になりました。                     これまで３年間よく頑張りました。 

 



【 中部日本選手権 本戦出場 】   【 東海選手権 本戦出場 】 

                       

三重県津市のサオリーナで開催されました。      岐阜県の岐阜メモリアルセンターで 

7/15 公式練習                       開催されました。 

7/16 1，2回戦 7/17 3回戦               11/3 1，2回戦  11/4 3回戦 

     

【 刈谷市長杯 】         【 西三リーグ 】 

              
  男子シングルス ３位                女子団体 ３部 ３位 

 

 

【 西三選手権 】        【 安城市冬季卓球大会 】 

              

 男子シングルス ３位               C級 １位 ２位 ３位 
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☆ 令和４年度大会結果（入賞または最高成績）  （新しい順に並んでいます）   

 

【 公式戦 】 

    

 ５″東海高校新人卓球大会  団体戦  (R4 12/24,25） 

    男子団体   予選リーグ  ０－３ 静岡学園 

                  ２－３ 西尾東 

                  ０－３ 岐南工業 

                  ２－３ 伊賀白鳳    予選リーグ敗退 

 

５′県新人体育大会     団体戦 （R4 11/19,20,23）  

男子団体     １回戦  ３－０ 滝  

            ２回戦  ３－１ 半田工科 

       ３回戦  ０－３ 岡崎城西 

        順位戦  ３－０ 名古屋工業  

１－３ 豊川  

０－３ 西尾東     ８位   東海大会出場 

 

 ５ 新人体育大会西三河予選 団体戦 （R4 10/29,30） 

    男子団体     １回戦  なし 

            ２回戦  ３－０ 人環大岡崎 

３回戦  ３－０ 西尾 

４回戦  ０－３ 愛産大三河 

順位戦  ３－１ 刈谷工科  

         ３－２ 豊田西     ５位    県大会出場 

女子団体     １回戦  なし 

             ２回戦  ０－３ 岡崎商業 

 

４ 西三河高校リーグ    団体戦 （R4  8/18,19） 

男子団体５部リーグ  ２－３ 豊田西   ２－３ 碧南 

              １－３ 人環大岡崎 ３－１ 安城農林    ５部４位 

    ５部‐６部入替戦  ３－２ 豊田北               ５部残留 

女子団体３部リーグ  ３－２ 刈谷    １－３ 安城東 

              ０－３ 西尾    ３－１ 刈谷北     ３部３位 

 

３ 西三河高校選手権    個人戦 （R4  7/26,27） 

男子シングルス    準決勝進出     １名          ３位 

女子シングルス    ５回戦進出      ３名           ベスト３２ 

      男子ダブルス       ５回戦進出      １組           ベスト１６ 

女子ダブルス       ４回戦進出      １組 

 

２′国体愛知県一次予選   個人戦 （R4  7/2） 

 男子シングルス  ４回戦進出   １名           ベスト３２ 

 女子シングルス  ２回戦進出   １名 



２ 国体 西三河予選（R4  6/5） 

男子シングルス          ２名  推薦           県大会出場  

女子シングルス          ３名  推薦・予選通過      県大会出場 

 

 

１′高校総体 県大会    団体戦 個人戦（R4 5/21,22,28） 

男子団体     １回戦        ３－０ 誠信            

         ２回戦        ３－１ 東邦                 

３回戦        ０－３ 愛工大名電 

女子団体     １回戦        ３－２ 椙山女学園 

２回戦        ０－３ 愛み大瑞穂      

      男子シングルス    ３回戦進出     １名          ベスト３２ 

      女子シングルス    ２回戦進出     １名 

      男子ダブルス       ２回戦進出     １組 

 

１ 高校総体 西三河予選（R4 4/29 ～ 5/4） 

男子団体     １回戦     ３－１ 岡崎東 

         ２回戦     ３－０ 西尾東 

３回戦     ３－０ 一色 

４回戦     ３－０ 山本学園 

準決勝     ２－３ 岡崎工科 

３位決定戦   ２－３ 岡崎     ４位    県大会出場 

女子団体     １回戦     なし 

         ２回戦     ３－１ 豊田北 

３回戦     ３－２ 豊田西 

４回戦     ０－３ 安城東    

順位決定戦   ０－３ 岡崎東 

１－３ 豊田南    ８位    県大会出場  

男子シングルス  ６回戦進出   １名      ベスト１６    県大会出場  

女子シングルス  ５回戦進出   ２名      ベスト３２    県大会出場 

男子ダブルス   ５回戦進出   １組      ベスト１６    県大会出場 

女子ダブルス   ４回戦進出   １組   

 

 

 

【 その他の主な大会 】 

 

７ 安城市冬季ＡＢＣ  （R4 12/19） 

   男子シングルス Ｃ級  ３位     １名          

   女子シングルス Ｃ級  １位２位３位各１名 

 

６ 安城選手権     （R4  10/9） 

一般女子シングルス  準々決勝進出  １名 
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５ 東海選手権県予選  （R4  9/10,1） 

ジュニア男子シングルス         １名       推薦    本戦出場 

 

４ 中部日本選手権県予選（R4  6/4） 

   ジュニア男子シングルス         １名       推薦    本戦出場 

 

３ 後藤杯県予選    （R4  5/29） 

ジュニア男子シングルス         １名       推薦    本戦出場         

 

２ 刈谷市長杯     （R4 4/17） 

一般男子シングルス   準決勝進出  １名       ３位      

 

１ 安城市春季卓球大会 （R4 4/17） 

    一般女子団体      準々決勝進出 ２組          

 

 

【 今後の大会予定 】 

 

【 公式戦 】 

 ６ 西三河高校学年別    個人戦 （R5  2/4,5）  

 

【 その他の主な大会など 】 

８ 愛知県新春新人     個人戦 （R4  1/8） 

９ 全国高校選抜県予選   個人戦 （R5  1/9） 

１０ 県高校学年別      個人戦 （R5  2/11,12） 

 

 

西三河地区は非常に強い学校が多く、実力がある人でも勝ち進むのは難しいです。中には全国大会に

出場するような学校もあります。しかし、壁が高いからこそ挑む価値があるのだと思います。学生の内に、

努力して負けたときの悔しさや目標を達成したときの感動をチームメイトと一緒に味わってほしいです。 

                         

                                                     顧問 
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 【 活躍の足跡 】 

 

   

 Ｒ３ 春  高校総体 県大会         Ｒ２ 秋  新人戦 西三予選        

  男子シングルス ベスト３２             女子団体８位 

 

 

        
Ｒ１ 秋  新人戦 西三予選          Ｈ３１．春  総体 西三予選   

女子団体７位 県大会出場        女子団体・シングルス・ダブルス 県大会出場 

 

 

       

Ｈ３０．秋  新人戦 西三予選        Ｈ２９．春  総体 西三予選 

女子団体 ベスト４ 県大会出場         女子団体 ５位 県大会出場 
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以降は練習風景です。 

 

      

 

安城高校卓球部は、学校の体育館を使用し、 

授業後と土曜日合わせて週５日程度、男女合同で練習しています。 

練習試合があるときや、大会が近い時は日曜日も活動しています。 

勉強も部活動も両立できるところがいいですね。 

 

     

 

休日の練習風景です。ほぼ毎月試合に出場して反省材料を見つけ、課題練習を行いま

す。安城高校での練習は監督から与えられたメニューをこなすのではなく、個人の戦型や

長所を考え、練習メニューをチームメイトと話し合って決めています。 

対人練習だけでなく多球練習やシステム練習を取り入れて、カットマンやペン粒などの異

なる戦型の選手も一緒に練習していることも安城高校の特徴です。 



        

 
 

試合練習での様子です。勝負になると男子も女子もみんな真剣です。 

 

 

    

 

 

 

   安城高校卓球部では、やる気のあるみなさんの入部を楽しみにしています。 

 

      

 

       


