
みんなみんなみんなみんな頑張頑張頑張頑張っていますっていますっていますっています！！！！ 愛知県立豊川工業高等学校

平成２９年度　部活動結果一覧

野球 平成29年度　春季東三河高校野球大会 2017/3/20 豊川高校G他

 1次リーグ
 　　豊川工業　　２－１１　豊川
 　　豊川工業　　２－０　　福江

 　　豊川工業　　５－３　　渥美農業
 　　豊川工業　１４－２　　豊丘

 2次トーナメント
 　１回戦　　豊川工業　７－３　豊橋商業

　２回戦　　豊川工業　０－１　小坂井
  敗者戦　　豊川工業　１－４　渥美農業

野球 第１３６回　全三河高等学校野球大会 2017/5/20,21 蒲郡公園野球場，刈谷球場
 １回戦　豊川工業　２　－　０　 吉良

 ２回戦　豊川工業　２　－　３x　豊田工業
　　　　　　　　　　　（延長１１回）

野球 全国高等学校選手権大会愛知大会 2017/7/1～ 阿久比球場，豊橋市民球場，岡崎市民球場

 １回戦　本校　7-0　日本福祉大付
 ２回戦　本校　7-1　蒲郡東

 ３回戦　本校　6-4　名古屋工
 ４回戦　本校　1-2　亨栄

　　　　　　　　　　　　　　　　　ベスト３２

庭球 第71回　愛知県高等学校総合体育大会　東三河予選会　男子団体 2017/4/15,16 豊川工業高校、豊川市営コート、豊橋市営コート

 予選リーグ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   豊川工業　3-0　豊橋西　　　　　　　　　　 E31　伊藤　悠介　  D31　宮内　駿太

   豊川工業　3-0　国府　　　　　　　　　　　　M32  伊藤　真志    F32　後藤　克希
   豊川工業　2-1　田口　　　　　　　　　　　　F22　老平　耕基　  E31　牧野　光希

   豊川工業　2-1　新城東　　　　　　　　　　 F31　澤口　泰成　　M31　米山　留意
 決勝リーグ

   豊川工業　2-1　渥美農業
   豊川工業　2-1　豊橋東

   豊川工業　2-1　蒲郡
   豊川工業　0-3　豊川
   豊川工業　0-3　成章

   豊川工業　3-0　時習館
　　　　　　　　　　総合2位　県大会出場

庭球 第71回　愛知県高等学校総合体育大会　東三河予選　個人 2017/4/22,23
男子：豊川工業高校、豊川市営コート
女子：豊橋西高校、豊橋中央高校

 伊藤真志・後藤克希　ベスト16
 澤口泰成・鈴木明良　ベスト16

伊藤悠介・宮内駿太　ベスト32

庭球 第71回　愛知県高等学校総合体育大会　愛知県予選　男子団体 2017/5/21 一宮市テニス場
 1回戦　豊川工業　2-1　旭丘
 2回戦　豊川工業　0-2　松平

　　　　　　　　 愛知県ベスト16

弓道 第71回　愛知県高等学校総合体育大会弓道競技　東三河支部予選会 2017/5/3 蒲郡市民体育センター弓道場

団体
Ａチーム（山口、小林、山本仁、金田、山田）　　40射18中　予選敗退
Ｂチーム（森、清水、山本拓、中西、菅沼）　　　　40射17中　予選敗退
Ｃチーム（船木、鈴木、中村、長田、田中）　　　　40射15中　予選敗退
個人
山口、山本拓、船木　　8射5中　　予選敗退
森田　　　　　　　　　　　　8射1中　予選敗退

弓道 第３６回　砥鹿神社例祭奉納高等学校弓道大会 2017/5/5 三河国一之宮砥鹿神社弓道場

団体
Ａチーム（菅沼、森、山本拓）　　12射3中　予選敗退
Ｂチーム（中西、清水、山口）　　12射2中　予選敗退
Ｃチーム（小林、田中、中村）　　12射4中　予選敗退

弓道 第５９回　県下弓道遠的選手権大会高校の部兼紫灘旗大会予選会 2017/7/17 岡崎中央総合公園弓道場
団体
Ａチーム（田中、中村、長田）　　　　　18射2中　予選敗退
Ｂチーム（伊藤匠、横山、菅沼優）　　18射4中　予選敗退

弓道 第４６回　豊川市民弓道大会 2017/8/7 豊川市武道館弓道場

団体
Ａチーム（小林、船木、山本仁）　　　36射16中
Ｂチーム（鈴木大、田中、金田）　　　36射15中
Ｃチーム（安形、横山、長田）　　　　 36射7中
Ｄチーム（伊藤佑、高須、菅沼優）　 36射11中
Ｅチーム（中村、高島、原）　　　　　  36射8中
Ｆチーム（伊藤匠、佐藤、森田惇）　 36射11中
個人
坂輪　　　12射2中
森田悠　　12射0中
本田　　　12射5中

弓道 平成２９年度東三河支部高等学校弓道選手権大会 2017/8/26 蒲郡市民体育センター弓道場

男子団体
Ａチーム（伊藤匠、横山、伊藤佑）　12射2中　予選敗退
Ｂチーム（小林、中村、田中）　　　　12射7中　決勝進出　→決勝12射8中　入賞なし
Ｃチーム（金田、船木、坂輪）　　　　12射5中　予選敗退
Ｄチーム（原健、菅沼優、山本仁）　12射3中　予選敗退
Ｅチーム（鈴木大、原颯、安形）　　12射0中　予選敗退
Ｆチーム（森田惇、鈴木陸、高須）　12射2中　予選敗退
Ｇチーム（髙島、佐藤、蒲田）　　　　12射1中　予選敗退
女子団体
Ａチーム（本田、森田悠）　　　　　　8射1中　予選敗退
男子個人
中村　4射3中　決勝進出　→決勝射詰1中　入賞なし
田中　4射3中　決勝進出　→決勝射詰1中　入賞なし
長田　4射2中　予選敗退

弓道 平成２９年度愛知県高等学校弓道選抜大会東三河支部予選会 2017/10/21 蒲郡市民体育センター弓道場

男子団体
Ａチーム（横山、伊藤佑、中村）　　　　24射13中　予選通過　→県大会へ
Ｂチーム（菅沼優、山本仁、森田惇）　24射8中　　予選敗退
Ｃチーム（船木、小林、鈴木大）　　　　24射15中　予選通過　→県大会へ
Ｄチーム（田中、伊藤匠、金田）　　　　24射10中　予選敗退
Ｅチーム（原颯、原健、高須）　　　　　　24社4中　予選敗退
Ｆチーム（髙島、安形、坂輪）　　　　　　24射6中　予選敗退
Ｇチーム（鎌田、長田、佐藤）　　　　　　24射6中　予選敗退
女子団体
Ａチーム（本田、森田悠）　　　　　　　　16射4中　予選敗退
男子個人
小林　　8射7中　予選通過、個人５位　→県大会へ
鈴木大　8射7中　予選通過　→県大会へ
鈴木陸　8射1中

陸上 第７１回　愛知県高等学校総合体育大会陸上大会東三河予選会 2017/5/3 豊川市陸上競技場

 男子１５００ｍ：大賀元貴１、福田翔哉１、市瀬皓也２→予選敗退
 女子１５００ｍ：平松琴美２→予選敗退

 男子３０００ｍｓｃ：増田峻大２→予選敗退
 男子５０００ｍｗ：市瀬皓也２→予選敗退

 女子３０００ｍ：平松琴美２→予選敗退
 男子５０００ｍ：近藤幸太郎２→３位で県大会へ

陸上 第７１回 愛知県高等学校体育大会陸上競技大会 2017/5/20 パロマ瑞穂スタジアム 男子５０００ｍ：近藤幸太郎(２年)→２位で東海大会へ

バドミントン 第71回愛知県高等学校総合体育大会バドミントン競技三河支部予選会 2017/4/22 ウイングアリーナ刈谷　他

 団体　                         E31　杉浦　章記　　　E31　水鳥　三史郎
 　山本学園情報　3-0　　  F32　福井　晴信　　　F32　清水　隆太

 　愛産大三河　0-3　　　　 M31　澤野　壮真　　　M31　鈴木　康介
 　準々決勝敗退　　　　　　 M32　辻　啓士朗

 

 男子ダブルス
　辻・杉浦ペア　ベスト16　県大会進出

バレーボール 愛知県高等学校総合体育大会東三河支部 2017/4/23 豊橋工業高等学校

 〈 男子 〉
　豊川工業　０-２　豊橋工業

 　①17 - 25　　②21 - 25
 

 〈 女子 〉
  　豊川工業・豊橋工業合同チーム　０-２　国府高校

 　①21 - 25　　②11 - 25

柔道 第71回 愛知県高等学校総合体育大会 東三河支部柔道競技予選会（男子団体） 2017/4/30 豊橋市武道館
１回戦　豊川工業　３－２　豊橋西
２回戦　豊川工業　１－４　桜丘
５位決定戦　豊川工業　２－②　豊橋南

柔道 第71回 愛知県高等学校総合体育大会 柔道競技愛知県予選（女子個人） 2017/5/13 愛知県武道館 渡辺朋華３回戦進出（県ベスト１６）



剣道 第44回豊橋市武道館開館記念大会 2017/4/22 豊橋市総合体育館
1回戦　時習館高校　５人残しで勝　　M31浅井拓郎　五人抜きで敢闘賞
2回戦　桜ヶ丘高校　4人残りで負

剣道 第５５回東三河剣道大会 2017/4/23 御津体育館
予選リーグ　　2勝1敗　2位抜け
決勝トーナメント　豊川高校　1勝2敗2分け　敗退

剣道 東三河武徳祭剣道大会 2017/5/27 豊橋市総合体育館
高校男子一年の部　ベスト８　原田直人
高校男子二年の部　ベスト８　齊藤輝一

剣道 第７１回愛知県高等学校総合体育大会　剣道競技　東三河支部予選会　個人 2017/4/30 愛知県立豊橋西高等学校
男子個人戦　　D31　加藤　ベスト１６
　　　　　　　　　 D31　金田　２回戦敗退

剣道 第７１回愛知県高等学校総合体育大会　剣道競技　東三河支部予選会　団体 2017/5/6 豊橋創造大学 男子団体戦　　予選リーグ敗退

水泳 愛知県高等学校総合体育大会　県大会 2017/6/24, 25 日本ガイシアリーナ

大谷成哉(E31)　２００ｍバタフライ　　　　　　　　　　　　　　2:18.73
　　　　　　　　　　 １００ｍバタフライ　　　　　　　　　　　　　　1:02.63
金原孝成(M31) １００ｍバタフライ　　　　　　　　　　　　　 　1:06.08
井上志月(A１1) １００ｍバタフライ　　　　　　　　　　　　　 　1:04.19
石川和詩己(A１4) 1００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　　　　　　 　1:28.04
メドレーリレー（大谷E3、大場F31、金原M311、阪田A12）　 4:25.24

水泳 愛知県高等学校新人体育大会　東三予選 2017/8/24 アクアリーナ豊橋

井上志月(A１1) ２００ｍバタフライ　　　　　　　　　　　　　　2:18.21　3位
　　　　　　　　　　 １００ｍバタフライ　　　　　　　　　　　　　　1:00.59　4位
阪田土和(A１2) ２００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　　　　　　　　　2:40.59　2位
　　　　　　　　　　 １００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　　　　　　　　　1:12.35
石川和詩己(A１4) ２００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　　　　　　　 3:11.48　3位
　　　　　　　　　　    １００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　　　　　　　 1:27.28　5位
西 　華弥(A11) 2００ｍバタフライ　　　　　　　　　　　　　 　2:51.24　8位
以上県大会標準記録突破

水泳 愛知県高等学校新人体育大会　県大会 2017/9/23 日本ガイシアリーナ

井上志月(A１1) ２００ｍバタフライ　　　　　　　　　　　　　　2:17.02　９位
阪田土和(A１2) ２００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　　　　　　　　　2:42.71
石川和詩己(A１4) ２００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　　　　　　　 3:14.32
西 　華弥(A11) 2００ｍバタフライ　　　　　　　　　　　　　 　3:03.39

無線 日本アマチュア無線連盟東海地方本部主催　東海QSOコンテスト 2017/3/20 本校 I-MAJ マルチＯＰ電信電話オールバンド・ジュニア　愛知県３位
無線 日本アマチュア無線連盟主催　ALL JAコンテスト 2017/4/29・30 本校 電信電話部門マルチオペジュニア XMJ 　10位

無線 全国高等学校アマチュア無線連盟主催　第28回高等学校アマチュア無線コンテスト 2017/7/17 本校

高校シングルオペレータ7MHz ２位準優勝　D31村上　謹彌
高校マルチオペレータ50MHz　２位準優勝　M22松田　巧、D21鈴木　魁斗、F21齋
藤　幸介
高校シングルオペレータ144MHz　７位奨励賞　E31鈴木　文弥

無線 日本アマチュア無線連盟主催　フィールドデーコンテスト 2017/8/5・6 田原市赤羽根文化広場 結果待ち
無線 日本アマチュア無線連盟東海地方本部主催　愛地球博コンテスト 2017/9/22・23 本校 結果待ち

工業科 総合競技大会（電気工事競技） 2017/5/27 トーエネック株式会社 教育センター
1  4位　E31鈴木　隼哉
11位　E31森森　亮輔

庭球 平成29年度国民体育大会ソフトテニス競技東三河予選会 2017/7/8 新城高校、新城東高校
 伊藤悠介・宮内駿太　ベスト8

県大会出場

庭球 平成29年度　高等学校ソフトテニス豊橋選手権 2017/8/26 豊橋西高校、豊橋商業高校
 老平耕基・太田一稀　ベスト16
 森　 息吹・鹿島　 涼　ベスト32

齋藤隼佑・大矢一翔　ベスト32

英語 英語検定 2017/7/9 愛知大学
 A15　中村吹雪

 F21　エスパディリア・マーク
英語検定準2級　合格

写真 平成29年度アートフェスタ愛知県高等学校総合文化祭 2017/8/15-20 刈谷市総合文化センター Ｈ28県写真展奨励賞作品
写真 平成29年度「隣近所のふれあい」推進協働事業フォトコンテスト 2017/11/5 豊川市社会福祉協議会 審査員特別賞
卓球 愛知県一万人卓球豊川大会 10月9日 豊川市総合体育館 高校・大学生の部　個人優勝

ボランティア 愛知県社会福祉大会 2017/10/19 愛知県体育館 感謝状受賞

バドミントン 東三河バトミントン選手権大会 2017/8/9,8/10 豊橋市総合体育館、豊橋市下五井地区体育館
小野健也・武田進太郎　準優勝（男子ダブルス）
武田進太郎　ベスト8（男子シングル）

バドミントン 高等学校新人体育大会三河支部予選会 9/18・23・24・30 岡崎城西高校、豊橋下五井地区体育館、ウイングアリーナ
 小野健也・武田進太郎　ベスト16（男子ダブルス）

武田進太郎　ベスト32（男子シングル）
吹奏楽 愛知県吹奏楽コンクール　東三河地区大会 2017/7/23 豊川市文化会館 高等学校A編成の部　銀賞
吹奏楽 諏訪保育園訪問演奏 2017/8/29 諏訪保育園
吹奏楽 第5回ジョイントコンサート 2017/9/23 豊川市文化会館 たくさんの方にご来場いただきました、ありがとうございました！
吹奏楽 第29回ほーほう音楽祭 2017/10/15 豊川市文化会館
吹奏楽 ホタルの郷　としなが祭 2017/11/3 障害者支援施設　ホタルの郷

柔道 第33回東三河高等学校体重別柔道大会 2017/7/30 蒲郡市武道館
 66kg級　F21丸山到流　3位

 81kg級　F21石田航大　準優勝
90kg級　F22今川侑洸　3位

柔道 第56回豊川市民柔道大会 2017/5/28 豊川市武道館

 無段の部
 　　優勝：M32岩田有司

 　　準優勝：D21富原健登
　　3位：E21福井史恩，柹原啓登

柔道 第62回全三河東西対抗柔道大会 2017/6/4 豊橋市武道館 東三河代表　F31渡辺朋華，F21石田航大

柔道 平成29年度愛知県高等学校新人大会東三河支部柔道競技予選会 2017/10/29 豊橋武道館

 男子団体5位　県大会出場
(F21丸山到流，F21石田航大，F22今川侑洸，
A12岩浪一輝，A12村田裕基，A13大岩功汰)
本戦
　1回戦 対豊橋南〔2人残し〕勝，2回戦 対豊橋中央〔2人残し〕負
5位決定戦
　1回戦 対豊橋西〔3人残し〕勝，2回戦 対渥美農業〔3人残し〕勝
⇒結果5位


