
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２8年度　部活動結果一覧
部活動名 大会・コンテスト名 開催日 会場 結果・成績

第70回愛知県高等学校総合体育大会サッカー競技　東三河支部予選会
2016/4/17
2016/4/23

豊橋南高校
御津高校

２回戦　本校　５－０　豊橋西
準々決勝　本校　２－２　時習館　　ＰＫ３－５

平成28年度　東三河支部サッカー競技大会
2016/7/21
2016/7/22

御津
豊橋南

１回戦　豊川工業　４－０　三谷水産
２回戦　豊川工業　１－３　小坂井

平成28年度 Ｕー１８・東三河地区1部リーグ

2016/4/2
2016/4/10
2016/5/27
2016/6/11
2016/4/25
2016/8/27
2016/9/3
2016/10/1

豊川工業
蒲郡公園Ｇ
豊橋工業
海陽多目的Ｇ

豊川工　２－３　国府　　　豊川工　３－０　桜丘
豊川工　４－０　豊橋南　 豊川工　４－１　時習館
豊川工　１－３　御津　　　豊川工　０－１　豊橋商
豊川工　４－０　豊丘　　　豊川工　２－２　小坂井           ４勝3敗１分　４位

平成28年度 Ｕー１８・東三河地区２部リーグ

2016/4/2
2016/4/10
2016/5/27
2016/6/16
2016/4/25
2016/8/27
2016/9/3
2016/9/17

豊橋南
豊川工業
小坂井
御津
海陽多目的Ｇ

豊川工　１－４　豊橋西　　　豊川工　０－２　蒲郡
豊川工　４－０　豊橋南　　　豊川工　１－２　蒲郡東
豊川工　０－２　豊橋中央　 豊川工　１－０　御津
豊川工　１－４　豊橋工　　　豊川工　７－０　新城東        ３勝５敗０分　８位

第９５回全国高校サッカー選手権東三河予選
2016/8/22
2016/8/24

豊川工業
豊橋東

１回戦　豊川工業　４－２　蒲郡
２回戦　豊川工業　１－１（７　PK　６）　時習館                県大会出場

第９５回全国高校サッカー選手権大会愛知県大会 2016/10/15 海陽多目的G １回戦　豊川工業　１－２　名古屋市立北

平成２８年度愛知県工業高等学校体育大会サッカー競技
2016/11/20
2016/12/3
2016/12/23

豊川工業
名古屋市立工業
豊川工業

豊川工業　２－０　岡崎工業　　豊川工業　１－０　名古屋市立
豊川工業　２－２　享栄　　豊川工業　０－６　大同大大同　　2部ａ準優勝
１部昇格決定戦　豊川工業　２－１　名古屋市立工芸

第３４回豊川サッカー協会長杯サッカーリーグ戦大会高校の部
2016/11/6
2016/11/13
2016/11/23

小坂井
豊川工業
豊川市サッカー場

豊川工業　０－１　豊川　　豊川工業　０－０（ＰＫ５－４）　海陽
豊川工業　３－０　小坂井
順位決定戦　豊川工業　２－１　御津　第３位

平成２８年度東三河新人サッカー競技大会
2017/1/8
2017/1/14

豊川工業
豊川

１回戦　豊川工業　４－０　蒲郡東
２回戦　豊川工業　５－０　小坂井

平成２９年度愛知県高等学校新人体育大会サッカー競技 2017/1/28 港町G １回戦　豊川工業　０－２　名東

物語コーポレーションカップ東三河選手権男子 2017/3/5 蒲郡海陽 ２回戦　豊川工業　０－３　豊橋クラブ

平成28年度全国高等学校選抜優勝大会愛知県大会ALL AICHI2016 1次ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2016/10/15 岡崎高校 第1回戦　豊川工業62－63春日井

平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会バスケットボール競技東三河予選会
2017/1/14
2017/1/15
2017/1/21

桜丘高校　豊橋東高校
成章30-62豊川工業　　豊川工業72-69豊橋南
小坂井92-76豊川工業　豊川工業71-61蒲郡
豊橋工業72-51豊川工業　東三河6位

第70回愛知県高等学校総合体育大会　東三河支部予選会 2016/4/29・30,5/1 豊橋陸上競技場

５０００ｍ　  A１３　近藤幸太郎　６位　15分15秒22　県大会出場
                 F22　小山　侑紀　11位　15分48秒85
　　　　　　   D31　水野　優希　12位　15分49秒24
５０００ｍW　D21　永田康耀　2位　27分30秒02　県大会出場
３０００ｍSC D21　森下翔琉　１３位　10分48秒７８

第70回愛知県高等学校総合体育大会 2016/5/22 瑞穂運動公園
５０００ｍ　  A１３　近藤幸太郎　総合１７位　15分25秒60
５０００ｍW　D21　永田康耀　１組７着 26分32秒35

東三河高等学校校新人体育大会 2016/9/4 豊橋陸上競技場
５０００ｍ　優勝　Ａ１３　近藤幸太郎　15分14秒97
　　　　　　 3位　 Ｆ２２   小山侑紀　15分39秒17
　　　　　　 ４位 　Ｄ２１　森下翔琉　15分48秒48

愛知県高等学校新人体育大会 2016/9/25 瑞穂運動公園 ５０００ｍ　6位　Ａ１３　近藤幸太郎　15分5秒54
愛知県高校駅伝 2016/11/6 知多運動公園 ６位　２時間１４分３６秒　水野、小山、近藤、森下、増田、神谷、市瀬
東海高校駅伝 2016/11/6 岐阜県庁～羽島市小熊町往復 １６位　２時間１１分４９秒　水野、小山、近藤、森下、増田、神谷、市瀬

平成28年度　愛知県高等学校バレーボール選手権大会東三河支部予選会 2016/7/16,17 豊川高校、豊丘高校

1回戦　豊川工業 2-0 小坂井
2回戦　豊川工業 2-1 豊川
準決勝　豊川工業　2-0　成章
決勝　　豊川工業　0-2　豊橋中央　　　総合2位　県大会出場

平成28年度　愛知県高等学校バレーボール選手権大会 2016/8/6 東スポーツセンター
1回戦　豊川工業 2-0 知多翔洋
2回戦　豊川工業 0-2 豊橋中央　　　　　愛知県ベスト16

平成28年度　全日本バレーボール高等学校選手権大会　東三河支部予選会 2016/10/22,23 時習館高校、豊川高校

1回戦　豊川工業 2-0 時習館
2回戦　豊川工業 2-0 国府
準決勝　豊川工業 0-2 豊川
3位決定戦　豊川工業 2-0 成章 　　　　総合3位　県大会出場

平成28年度　全日本バレーボール高等学校選手権大会　愛知県予選会 2016/11/5 パークアリーナ小牧
1回戦　豊川工業　2-0　半田
2回戦　豊川工業　0-2　栄徳　　　　　　　愛知県  ベスト16

平成28年度　東三河高等学校バレーボール選手権大会 2016/12/17,18 時習館高校　豊川高校

 予選リーグ
 豊川工業　0-2　豊橋工業

 豊川工業　2-0　新城
 予選2位　リーグ2位トーナメント進出

 2位リーグトーナメント
 1回戦　豊川工業　2-1　渥美農業

 2回戦　豊川工業　0-2　桜丘
リーグ2位トーナメント2位

平成28年度　愛知県高等学校新人体育大会バレーボール競技東三河支部予選会 2017/1/14,15 豊川工業高校　豊川高校

 1回戦　　豊川工業　2-0　新城
 2回戦　　豊川工業　2-1　桜丘

 準決勝　豊川工業　2-1　成章
 決勝　　　豊川工業　0-2　豊川

準優勝　県大会出場

平成28年度　愛知県高等学校新人体育大会バレーボール競技愛知県予選会 2017/1/28 エナジーサポートアリーナ
 1回戦　豊川工業　2-1　名東
 2回戦　豊川工業　0-2　星城                愛知県　ベスト16

第４０回全三河高校東西対抗バレーボール大会 2017/2/4 碧南工業高校
 1回戦　豊川工業　0-2　碧南工業

1回戦敗退

あしなが育英会募金活動 2016/4/23・24 豊橋駅前 ボランティアスタッフとして参加

豊川おいでん祭 2016/5/21/22 豊川市野球場内 被災地に寄付される衣類の回収コーナーのスタッフとして参加

豊川リレーマラソン 2016/6/5 豊川市陸上競技場 ボランティアスタッフとして参加

日本アマチュア無線連盟　第58回ALL JA コンテスト 2016/4/23,24 本校 電信電話部門マルチオペジュニア XMJ　12位

全国高等学校アマチュア無線連盟　第27回全国高等学校アマチュア無線コンテスト 2016/7/18 本校 高校シングルオペレータ21MHz　2位準優勝　F22山元悠矢

日本アマチュア無線連盟　第59回フィールドデーコンテスト 2016/8/6,7 本校 電信電話部門マルチオペジュニア XMJ　7位

日本アマチュア無線連盟東海支部　第11回愛・地球博記念コンテスト 2016/9/21 本校 電信電話部門マルチオペジュニア XMJ　2位

愛知県高等学校総合体育大会剣道競技　個人 2016/5/21 中村スポーツセンター M32 芦澤由来 1回戦敗退

愛知県高等学校総合体育大会剣道競技　団体 2016/5/28 枇杷島スポーツセンター ベスト16

東三河武徳祭剣道大会 2016/6/4 豊橋市総合体育館

個人戦　全員初戦突破
2年生の部
ベスト16　M21　浅井拓郎　　D21　加藤慶大
1年生の部
ベスト16　A12　鳥居聖斗

サッカー

バスケットボール

陸上

バレーボール

ボランティア

無線

剣道



写真甲子園2016予選 2016/5/20 北海道上川群東川町 参加

第29回高校生の写真展（東三河大会） 2016/12/5 豊橋市民文化会館 奨励賞（県大会へ）

第3１回高校生の写真展（愛知県大会） 2017/1/17 名古屋市中区役所内市民ギャラリー奨励賞（29年度愛知県アートフェスタ出展へ）

平成２８年度愛知県高等学校総合体育大会卓球競技東三河支部予選会 2016/5/3 豊川市総合体育館

団体戦
２回戦　豊川工業３－２新城
３回戦　豊川工業０－３桜丘　敗退
５位決定戦１回戦
　　　　　豊川工業０－２豊丘　敗退

平成２８年度国民体育大会卓球競技少年の部東三河支部予選会 2016/5/29 豊川市総合体育館
ベスト１６　Ｆ３２渡邊拓樹
３回戦敗退　敗者復活戦勝利　Ｍ２２堀内淳希
２名支部予選通過　県大会出場

第70回愛知県高等学校総合体育大会東三河予選会 2016/4/24 豊橋市武道館

 男子団体　初戦敗退
 　　1回戦　vs 新城東　2-3

 女子団体　準優勝
 　　準決勝　vs 豊橋商業　3-0

　　決勝　vs 桜丘　0-2

第70回愛知県高等学校総合体育大会 2016/5/14 愛知県武道館

 女子個人
 　　F31所香名　3回戦進出　県ベスト16
 　　F21渡辺朋華　4回戦進出　県ベスト8

　　F22久保田舞雪　2回戦進出　県ベスト8

第56回豊川市民柔道大会 2016/5/22 豊川市武道館

 団体の部
 　　Aチーム　1回戦 vs豊川市役所　初戦敗退

　　Bチーム　1回戦 vs羽田野道場　初戦敗退
個人初段の部
　　M32馬場達也　初戦敗退
　　M32本田哲　初戦敗退
　　F32谷山空　2回戦進出
　　A11丸山到流　2回戦進出
　　A15今川侑洸　初戦敗退
個人無段の部
　　M21岩田有司　優勝
　　A11福井史恩　3位

第70回愛知県高等学校総合体育大会 2016/5/28 愛知県武道館
女子団体：ベスト8(F21渡辺、F31所、F22久保田)
男子個人 M32本田哲ベスト32

全日本ジュニア柔道体重別選手権愛知県予選 2016/6/4 愛知県武道館
女子個人：F21渡辺朋華ベスト8　F31所香名ベスト8
男子個人：M32本田哲ベスト16

東三河高校体重別柔道大会 2016/7/31 豊橋市武道館 女子個人：F21渡辺朋華 優勝　　F22久保田舞雪 優勝

平成28年度高等学校新人体育大会東三河予選 2016/10/30 豊橋市武道館 女子団体：準優勝(F21渡辺、F22久保田)

平成28年度全三河高等学校体重別選手権大会 2016/11/13 蒲郡市武道館
 男子個人：A11丸山到流ベスト16，A16石田航大ベスト16

女子個人：F22久保田舞雪3位

平成28年度愛知県高校新人体育大会(県大会) 2017/1/14 愛知県武道館
女子個人：F21渡辺朋華ベスト16，F22久保田舞雪ベスト16
女子団体：ベスト8(F21渡辺，F22久保田)
男子個人：A15今川侑洸ベスト16

愛知県高等学校総合体育大会東三河予選会　ソフトテニス競技 個人の部 2016/4/29,30
豊橋市営コート、豊川工業高校
豊川市営コート

ベスト16　伊藤・宮内　県大会進出

愛知県高等学校総合体育大会　ソフトテニス競技　個人の部 2016/5/21 一宮市テニス場 伊藤・宮内　２回戦敗退

平成28年度新人体育大会ソフトテニス競技東三河予選会(団体戦) 2016/9/17 豊川工業高校 4勝3敗　3位　県大会出場

平成28年度新人体育大会ソフトテニス競技東三河予選会(個人戦) 2016/10/1 新城東高校 ベスト8　県大会出場

工業科大会 2016/10/8 豊川工業高校 団体　3位

第29回　遠州・東三河高校選抜大会 2017/3/20 花川運動公園

 団体　第3位
 伊藤　悠介　・　宮内　駿太　ペア
 伊藤　真志　・　後藤　克希　ペア

老平　耕基　・　牧野　光希　ペア

吹奏楽コンクール東三河地区大会プライマリーの部 2016/7/24 蒲郡市民会館 金賞

吹奏楽コンクール愛知県大会プライマリーの部 2016/8/6 名古屋国際会議場 奨励賞

第４回ジョイントコンサート 2016/9/25 豊川市文化会館 穂の国ウィンドオーケストラさんと合同演奏会を開催

アンサンブルコンテスト東三河地区大会 2016/12/26 豊川市文化会館
金管四重奏　銅賞
木管三重奏　銅賞

愛知県高等学校総合体育大会　東三河予選 2016/6/18 アクアリーナ豊橋

加藤大成(M31)　２００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　　　　　　　2:37.67  ７位
　　　　　　　　　　　１００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　　　　　　　1:10.39  ６位
大谷成哉(E21)　2００ｍ個人メドレー　　　　　　　　　　　2:25.03　８位
メドレーリレー（大谷E21、加藤M31、金原E21、太田F31） 4:29.20  ７位
フリーリレー（大谷E21、加藤M31、金原E21、太田F31）　 4:00.50
以上県大会標準記録突破

愛知県高等学校総合体育大会　県大会 2016/6/25,26 日本ガイシアリーナ

加藤大成(M31)　２００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　　　　　　　2:41.23
　　　　　　　　　　　１００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　　　　　　　1:10.56
大谷成哉(E21)　2００ｍ個人メドレー　　　　　　　　　　　2:26.22
メドレーリレー（大谷E21、加藤M31、金原E21、太田F31） 4:35.86
フリーリレー（大場Ｆ21、加藤M31、金原E21、太田F31）　 4:07.56

愛知県高等学校新人体育大会　東三予選 2016/8/24 アクアリーナ豊橋

大場基生(F21)　２００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　　　　　　　　　2:34.84　２位
　　　　　　　　　　 ２００ｍ個人メドレー　　　　　　　　　　　　　2:32.98
大谷成哉(E21)　４００ｍ自由形　　　　　　　　　　　　　 　　4:52.11　５位
　　　　　　　　　　 1００ｍバタフライ　　　　　　　　　　　　　　 １:03.07　６位
金原孝成(M21)　２００ｍ自由形　　　　　　　　　　　　　　 　２:14.96　８位
　　　　　　　　　　 1００ｍ自由形　　　　 　　　 　　　　　　　　１:00.65　８位
夏目涼佑(F21)　2００ｍバタフライ　　　　　　　　　　　　　　 2:54.66　７位
メドレーリレー（大谷E21、大場F21、金原E21、大原D21） 　　4:36.37  ６位
以上県大会標準記録突破

愛知県高等学校新人体育大会　県大会 2016/9/17 日本ガイシアリーナ

大場基生(F21)　２００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　　　　　　　　　2:36.77　10位
大谷成哉(E21)　４００ｍ自由形　　　　　　　　　　　　　 　　4:45.72
金原孝成(M21)　２００ｍ自由形　　　　　　　　　　　　　　 　２:15.43
夏目涼佑(F21)　2００ｍバタフライ　　　　　　　　　　　　　　 3:02.09
メドレーリレー（大谷E21、大場F21、金原E21、大原D21） 　　4:37.09

第58回県下弓道遠的選手権大会 2016/7/18 岡崎中央総合公園弓道場
団体
Ａチーム（山田、山本、森）　　18射４中
Ｂチーム（長田、中村、金田）　18射1中

各支部高等学校弓道選手権 2016/8/27 蒲郡市民体育センター弓道場

団体
Ａチーム（山口、金田、山本仁、森、山田）　　　　予選20射9中、決勝20射7中
Ｂチーム（小林、中村智、山本拓、船木、中西）　予選20射7中　予選敗退
Ｃチーム（清水、田中、長田、鈴木、菅沼）　　　　予選20射4中　予選敗退
個人
山田　　予選4射3中、決勝1射0中
森田　　予選4射3中、決勝2射1中

愛知県高等学校弓道選抜大会　東三河支部予選会 2016/10/22 蒲郡市民体育センター弓道場

団体
Ａチーム（山口、小林、山田）　　　24射 7中　予選敗退
Ｂチーム（森、山本拓、中西）　　　24射11中　予選敗退
Ｃチーム（船木、中村、金田）　　　24射10中　予選敗退
Ｄチーム（長田、清水、山本仁）　　24射 4中　予選敗退
Ｅチーム（菅沼、田中、鈴木）　　　24射 6中　予選敗退
個人
中西　　8射5中 予選敗退　　　金田　　8射5中 予選敗退
森田　　8射1中 予選敗退

水泳

弓道

写真

卓球

柔道

庭球

吹奏楽



愛知県高等学校新人体育大会弓道競技　東三河支部予選会 2017/1/21 蒲郡市民体育センター弓道場

団体
Ａチーム（山口、山本拓、森、中西、山田）　　　　20射17中　予選敗退
Ｂチーム（中村智、山本仁、船木、田中、小林）　20射1３中　予選敗退
Ｃチーム（金田、鈴木、菅沼、清水、長田）　　　　20射５中　　予選敗退
個人
船木　　８射６中　県大会出場
森田　　８射１中　予選敗退

愛知県高等学校新人体育大会弓道競技　県大会 2017/2/11 日本ガイシスポーツプラザ弓道場 船木　　4射1中 予選敗退

平成２８年度春季東三河高等学校弓道大会 2017/3/26 蒲郡市民体育センター弓道場

団体
Ａチーム（山口、森、山本仁、小林、山田）　　　　予選２０射7中　予選敗退
Ｂチーム（清水、田中、中村智、金田、山本拓）　予選20射５中　予選敗退
Ｃチーム（中西、坂輪、船木、菅沼、長田）　　　　予選20射４中　　予選敗退
個人
森　　　 予選４射３中、決勝２射１中
清水　　予選４射３中、決勝１射０中
鈴木　　予選４射０中　予選敗退
森田　　予選４射１中　予選敗退

とよかわ環境フェア２０１６ 2016/10/8 豊川市文化会館 ミニソーラーカー体験乗車会実施、エコカー・缶たんつぶし機実演
おもしろアイデア作品展 2016/10/1 豊川商工会議所 ものづくり教室運営

野球 平成29年度　春季東三河高校野球大会

2017/3/20
2017/3/22
2017/3/24
2017/3/27
2017/3/30
2017/4/2
2017/4/3

豊川高校G
豊橋市民球場
豊橋市営球場
蒲郡運動公園G

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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３勝１敗　２次トーナメント進出

２次トーナメント　　１回戦　　豊川工業　７－３　豊橋商業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全三河大会出場権獲得
　　　　　　　　　　　  ２回戦　　豊川工業　０－１　小坂井
　　　　　　　　　　　　敗者戦（県大会出場決定戦）　1-4　渥美農業

機械






