
クラブ名 大会 大会名 試合会場 結果

吹奏楽 4/1 全国大会 松本 金管１０重奏　金賞・特別賞

女子バスケット 4/4 大阪招待 大阪・舞州アリーナ 優勝

バドミントン 4/19 インターハイ予選西三河予選 刈谷市総合体育館 団体3位　県大会へ

男子サッカー 4/19 インターハイ予選西三河予選 豊野高校 予選　対　豊田北　0-3で敗退

バレーボール 4/25 インターハイ予選西三河予選 5位　県大会へ

男子硬式テニス 4/25 インターハイ予選西三河予選 安城市営コートなど 団体、個人ともに予選敗退

女子硬式テニス 4/25 インターハイ予選西三河予選 南山国際高校など 団体、個人ともに予選敗退

ソフトボール 4/26 インターハイ予選西三河予選 豊田東高校 4位　県大会へ

ソフトテニス 4/26 インターハイ予選西三河予選 岡崎城西 団体ベスト4　県大会へ

バドミントン 4/26 インターハイ予選西三河予選 刈谷市総合体育館
榊原・大場ペア　　木束・佐久間ペア　どちらもベスト
16で県大会へ

女子バスケット 4/29 インターハイ予選西三河予選 デンソー 優勝　県大会へ

男子バスケット 4/29 インターハイ予選西三河予選 デンソー 準優勝　県大会へ

新体操 4/29 インターハイ予選西三河予選 スカイホール豊田 黒崎志歩(1年)2位　片山真帆(3年)5位　県大会へ

卓球 4/29 インターハイ予選西三河予選 碧南臨海体育館 団体　準優勝　県大会へ

アーチェリー 4/29 インターハイ予選春季大会 岡崎総合
3年　森　11位（最高順位） で3年　北崎　裏　林　2年
黒柳　鳥居　忠谷　の７名が県大会へ

ハンドボール 4/29 インターハイ予選西三河予選 トヨタスポーツセンター 3位　県大会へ

卓球 5/2 インターハイ予選西三河予選 碧南臨海体育館
ダブルス　小山・成瀬　優勝　　成尾・岸　準優勝　濱
口・東野　神谷・大久保　ベスト8　県大会へ

剣道 5/2 インターハイ予選西三河予選 西尾市中央体育館 個人2名棄権

卓球 5/3 インターハイ予選西三河予選 碧南臨海体育館
シングルス　成尾　3位　岸・濱口・大久保　ベスト8
小山　ベスト16　成瀬・東野・石本・大岩　ベスト32
神谷　ベスト34　県大会へ

陸上 5/4 インターハイ予選西三河予選 ウェーブスタジアム刈谷 男子総合2位　女子総合2位　詳細は別紙参照

女子サッカー 5/5 インターハイ予選県予選 岩倉総合高校 予選リーグ　2節　対　岩倉総合　3-0で勝利

剣道 5/9 インターハイ予選西三河予選 西尾市中央体育館 予選リーグ敗退（1勝2敗）

新体操 5/16 インターハイ予選県予選 碧南臨海体育館 1-7　黒崎　志歩　個人総合6位

アーチェリー 5/17 インターハイ予選県予選 岡崎市総合運動場 3-10　森　美里　9位　東海大会出場

陸上 5/24 インターハイ予選県予選 パロマ瑞穂スタジアム 男子総合4位　女子総合4位　詳細は別紙

卓球 5/24 インターハイ予選県予選 岡崎・名古屋 団体4位　東海大会へ　ダブルス　２回戦敗退

ソフトボール 5/24 インターハイ予選県予選 豊野高校 ベスト8

女子バスケット 5/30 インターハイ予選県予選 稲永スポーツセンター 準優勝　東海大会・全国大会へ

男子バスケット 5/30 インターハイ予選県予選 稲永スポーツセンター 4位

女子サッカー 5/31 インターハイ予選県予選 豊田スタジアム 決勝・対聖カピ0-3　準優勝

卓球 6/6 中部日本卓球選手権県予選 稲永スポーツセンター
一般女子　成尾　ジュニア女子　神谷　成瀬　濱口
東野　大岩　石本　以上7名本戦へ

陸上 6/6 西三河陸上競技大会 豊田市運動場 別紙



クラブ名 大会 大会名 試合会場 結果

陸上 6/13 安城選手権大会 安城市総合運動公園 別紙

陸上 6/19 東海大会 静岡エコパスタジアム
男子　砲丸　8種　女子800ｍ　100ｍ　100ｍＨ　走高
跳　4×100ｍＲ　4×400ｍＲ　インターハイ出場　詳
細別紙

女子バスケット 6/20 東海大会 静岡浜松アリーナ 4位

アーチェリー 6/20 東海大会 出場

女子バスケット 6/20 東海大会 静岡浜松アリーナ 4位入賞

男子バスケット 7/11 私学大会 準優勝

ソフトテニス 7/11 国体予選 岡崎城西 寺田・佐々木ペア　ベスト16　県大会へ

ソフトボール 7/18 愛知県ソフトボール選手権大会 岡崎 ３位

7/19 私学弁論大会 愛知淑徳高校 3-2　神谷美帆　優秀賞(２位)

女子サッカー 7/25 清水レディースカップ 静岡県清水ナショナルトレーニングセンター優勝

吹奏楽 7/29 中部日本吹奏楽コンクール　県大会 アイリスホール 金賞　代表

陸上 7/29 インターハイ 和歌山 中野真琴　女子100ｍ6位入賞

女子バスケット 7/29 インターハイ 京都 2回戦敗退

ソフトボール 8/1 全三河ソフトボール選手権大会 蒲郡 優勝

ハンドボール 8/3 愛知県選手権 豊橋総合体育館 ベスト16

吹奏楽 8/4 愛知県吹奏楽コンクール　県大会 トヨタ市民文化会館 金賞　１位のため愛知県教委員会賞も同時受賞

バドミントン 8/5 西三河大会 岡崎体育館
優勝　佐久間　準優勝　藤綱　　優勝　佐久間・大城
ペア

合唱 8/9 第55回　愛知県合唱コンクール 文理大学文化フォーラム 銀賞

野球 8/12 秋季西三河大会 優勝

陸上 8/22 第58回東海陸上競技選手権 瑞穂運動場
白藤　男子砲丸２位　中野　女子100ｍ1位　高跳び
早川先生6位

女子バスケット 8/29 皇后杯　県予選 守山スポーツセンター 準優勝　11月に東海総合皇后杯予選へ

吹奏楽 8/30 東海大会 銀賞

陸上 9/5 新人戦　西三河予選 ウェーブスタジアム刈谷 男子2位　女子優勝　詳細は別紙

ソフトボール 9/12 新人戦　西三河予選 安城学園・岡崎西高校 優勝

新体操 9/19 新人戦　西三河予選 スカイホール豊田
1-7　黒崎　志歩　総合準優勝　クラブ・フープとも個
人準優勝

陸上 9/27 新人戦　県大会 瑞穂運動場 女子総合優勝　男子総合５位　詳細は別紙

吹奏楽 10/10 第58回中部日本吹奏楽コンクール 浜松ＡＣＴシティ大ホール3位　中部日本吹奏楽連盟理事長賞

陸上 10/16 日本ジュニアユース陸上競技選手権 瑞穂運動場
2年　白藤　聖陽　ユース部門　砲丸投げ　２位など
入賞5種目

吹奏楽 10/24 東海マーチングコンテスト で愛ドーム 金賞[2位]　全国大会出場決定

陸上 10/24 新人戦　東海大会　 岐阜メモリアルセンター 16種目　12名入賞　詳細は別紙

卓球 10/24 新人戦　西三河予選 岡崎市体育館 女子学校対抗　優勝

陸上 11/1 新人戦　県大会 駅伝6位　東海大会へ



クラブ名 大会 大会名 試合会場 結果

ソフトボール 11/3 新人戦　県大会 新城高校 ３位

ソフトテニス 11/7 西三河選手権 西尾東高校 倉橋・石川ペア　ベスト8

男子バスケット 11/8 ウインターカップ県予選 緑スポーツセンター 3位

女子バスケット 11/8 ウインターカップ県予選 緑スポーツセンター 優勝　全国へ

ソフトテニス 11/7 西三河選手権 西尾東高校 ベスト8　倉橋・石川ペア

弦楽 11/14 日本学校合奏コンクール全国大会 千葉県 銅賞

卓球 11/22 新人戦　県大会 名古屋市東スポーツセンター女子学校対抗　5位　東海大会へ

女子バスケット 11/21 東海大会 岐阜ヒマラヤアリーナ 準優勝

陸上 11/22 東海大会　駅伝 小笠山総合運動公園 14位

吹奏楽 11/22 全国　マーチングコンテスト 大阪城ホール 銀賞

陸上 11/22 東海大会駅伝 小笠山総合運動場 ２４校中14位

卓球 11/22 新人戦　県大会 名古屋市東スポーツセンター女子学校対抗５位　東海大会へ

陸上 12/13 安城シティマラソン 安城市総合運動公園
女子3ｋｍ　１位～８位　独占　　　　女子10ｋｍ　１
位、３位　　　　　男子10ｋｍ　４位

陸上 12/5 愛知県市町村対抗駅伝 愛・地球博記念公園内 2年塚本　西尾市代表　７位

演劇 12/19 西三河第二地区合同発表会 パティオ知立 優秀賞

陸上 12/20 にしお駅伝フェス 愛知こどもの国 一般女子　優勝　　一般男子　２位

箏曲 1/9 総合文化祭日本音楽専門部 奨励賞

陸上 1/10 第48回全三河駅伝 蒲郡 女子　１位

吹奏楽 1/11 愛知県アンサンブルコンテスト　西三河地区大会 知立パティオ
クラリネット8重奏　サックス4重奏　金管8重奏　県大
会へ

陸上 1/24 第51回一色マラソン 西尾 一般女子　1位　宇野　高校男子　1位　杉村

吹奏楽 1/24 愛知県　アンサンブルコンテスト　県大会 常滑文化ホール
クラリネット8重奏　２位　サックス4重奏　７位　東海
大会へ　金管8重奏　１０位

吹奏楽 2/6 中部日本個人・重奏コンテスト西三河南地区予選 碧南市芸術文化ホール
管打10重奏・サキソフォン8重奏・クラリネット8重奏
金賞代表　アルトサキソフォン山田　金賞代表　フ
ルート金賞・オーボエ金賞

吹奏楽 2/7 朝日アンサンブルコンテスト　東海大会 清水文化会館 クラリネット8重奏　銀賞

女子サッカー 2/13 県新人戦 刈谷ウェーブスタジアム 対聖カピタニオ　0-3　準優勝

女子バスケット 2/7 県新人戦 岐阜 ３位　

女子バスケット 2/14 東海新人戦 ４位　

陸上 2/14 第31回デンパーク駅伝 安城市デンパーク 一般女子　1位　2位　一般男子1部　２位


