
部活動名 大会名 期日 種目など 成績
第101回全国高等学校野球選手権大会 6月30日 １回戦敗退
令和元年度秋季西三河野球大会 8月10日 １次リーグ敗退

4月28日 男子団体 第３位
男子個人 ベスト８
男子個人 ベスト24
男子個人 ベスト30

総体県大会 5月19日 男子個人 第９位
総体東海大会 6月23日 男子個人 ベスト３２
全三河高等学校ソフトテニス大会西三河予選会 7月31日 男子団体 第３位
全三河高等学校ソフトテニス大会 8月20日 男子団体 第３位

9月14、15日 男子団体 第３位
9月16、21日 男子個人 ベスト16
9月16、21日 男子個人 ベスト32

令和元年度愛知県高等学校新人体育大会県大会 11月2日 男子団体 ベスト８
4月21日 女子個人 第17位
4月28日 女子団体 第８位
4月27日 男子団体 ３回戦敗退

男子個人 ベスト16
男子個人 ベスト32
男子個人 ベスト32
男子ダブルス ベスト32
男子ダブルス ベスト32

4月27日 男子団体 ３回戦敗退
男子シングルス ベスト16
男子シングルス ベスト３２

5月3日 男子ダブルス ベスト３２
国体西三河地区予選 6月8日 男子予選通過者

男子シングルス ベスト６４
男子ダブルス ベスト３２
男子３部 第４位
３部４部入れ替え戦 初戦敗退

東海選手権愛知県予選 9月7日 男子 代表決定戦敗退 ベスト６４
新人戦西三予選 10月26日 男子 ３回戦敗退

4月27日 女子団体 ３回戦敗退
4月29日 女子ダブルス ベスト32

女子シングルス ベスト32
女子シングルス ベスト64
女子シングルス ベスト64

第85回愛知県高等学校卓球リーグ 8月22日 女子三部 第２位
第32回西三河地区高等学校卓球リーグ大会 8月23日 女子一部 第３位
春季岡崎市総合卓球大会 4月7日 高校女子の部 ベスト８

4月27日 女子団体 ３回戦敗退
4月29日 女子ダブルス ベスト３２

女子シングルス ベスト３２
女子シングルス ベスト６４

国体西三河地区予選 6月8日 女子予選通過者
女子シングルス べスト１６
女子シングルス ベスト６４
女子ダブルス ベスト８
女子ダブルス ベスト１６
女子ダブルス ベスト３２
女子３部 準優勝
２部３部入れ替え戦 初戦敗退

西三河高等学校卓球リーグ戦 8月23日 女子１部 第３位
東海選手権愛知県予選 9月7日 女子代表決定戦敗退 ベスト６４
新人戦西三予選 10月26日 女子 ２回戦敗退
岡崎市民クラス別大会 12月22日 女子Ａクラス 準優勝

女子１年シングルス ベスト16(3名)
女子２年シングルス ベスト32(2名)

総体西三予選 4月27日 ２回戦敗退
第72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 9月29日 第５位
令和元年度西三河高等学校１年生バレーボール大会 12月14日 第３位
新人戦西三予選 1月18、19日 第５位

野球

第73回総合体育大会西三河予選
(以下「総体西三予選」とする） 4月20、21日

ソフトテニス女子 総体西三予選

卓球女子

卓球男子

総体西三予選

4月29日

5月3日

4月29日

西三河高校卓球選手権 7月30、31日

西三河高等学校卓球リーグ戦 8月23日

総体西三予選
5月3日

総体西三予選
5月3日

西三河高校卓球選手権 7月30、31日

愛知県高等学校卓球リーグ戦 8月22日

ソフトテニス男子

令和元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支部予選会
（以下「新人戦西三予選」とする）

西三河学年別大会 1月25日

バレーボール男子



部活動名 大会名 期日 種目など 成績
令和元年度西三河高等学校１年生バレーボール大会 12月14日 優勝
総体西三予選 4月27日 初戦敗退
新人戦西三予選 1月18日 初戦敗退
総体西三予選 4月20日 ２回戦敗退
令和元年度西三河バスケットボール競技夏季選手権大会 8月3日 初戦敗退
全国高等学校バスケットボール選手権大会愛知県大会 10月12日 ２回戦敗退
新人戦西三予選 1月11日 ２回戦敗退
総体西三予選 4月20日 ２回戦敗退
市内大会 7月14日 １回戦敗退
夏季大会 8月3日 ２回戦敗退
ALL AICHI 10月13日 １回戦敗退
新人戦西三予選 1月12日 ３回戦敗退
総体三河予選 4月27日 第４位
第６回全国高等学校７人制ラグビー大会愛知県予選 5月26日 準優勝
新人戦三河予選 12月25日 第４位
総体西三予選 4月27日 ２回戦敗退
第二回岡崎市内高等学校ハンドボール選手権大会 3月21日 優勝
愛知県ハンドボール選手権大会 7月24日 2回戦敗退
西三河地区ハンドボール大会 8月21日 2回戦敗退
新人戦西三予選 11月3日 2回戦敗退
総体西三予選 4月27日 初戦敗退
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 7月24日 初戦敗退
西三河地区高等学校選手権大会ハンドボール競技 8月21日 ２回戦敗退
新人戦西三予選 11月3日 初戦敗退

バスケットボール男子

バレーボール女子

バスケットボール女子

ラグビー

ハンドボール男子

ハンドボール女子



部活動名 大会名 期日 種目など 成績
男子走幅跳 第３位
男子走幅跳 第２位
男子走幅跳 第６位
男子110mH 優勝
女子100mH 第７位
男子1500m 第７位
女子100m 第２位
男子100m 第５位
男子4×100mR 第４位
女子4×100mR 第４位
男子5000m 第３位
男子三段跳 第６位
女子200m 第４位
男子総合 第３位
男子4×400mR 第６位

総体県大会 5月17日 男子100mH 第５位
第52回西三河陸上競技選手権大会 6月9日 男子110mH 優勝
総体東海大会 6月21日 男子110mH 第６位
第79回愛知陸上競技選手権大会 7月15日 男子110mH 第８位
総合全国大会 8月8日 男子100mH 予選敗退

女子100mYH 優勝
男子400m 第２位
男子3000m 優勝
男子110mJH 第３位
男子走高跳 第３位
男子走幅跳 優勝
男子1500m 第5位
男子3000m障害 優勝
男子4×100ｍR 第３位
女子100m 第３位
女子100m 第7位
女子100mH 第5位
女子200m 第３位
女子200m 第7位
女子5000m競歩 第２位
女子4×400mR 第4位
男子トラック 第7位
女子トラック 第6位
男子総合 第5位
女子総合 第5位

9月28日 男子走幅跳 第６位
9月29日 女子200m 第３位

女子200m 第７位
男子走幅跳 予選敗退
高校男子 第29位
高校女子 第18位

第64回全日本実業団対抗駅伝競走大会予選会高校選抜駅伝11月17日 西三河選抜 学生第5位
愛知陸協駅伝競走大会 12月14日 高校男子 第17位

高校男子 第4位
高校女子 第7位
高校男子 第34位
高校女子 第21位(OP)

総体西三予選 4月27日 新体操団体 第４位
総体県大会 5月18日 団体 第６位
愛知県新体操選手権大会 7月20日 少年女子２部 団体戦の部 第６位
新人戦三河予選 8月25日 女子団体競技 優勝

個人種目別ボール 第３位
個人総合 第３位
個人総合 第４位

令和元年度高等学校三河新体操２年生大会 10月22日 個人総合 第６位
新人戦県大会 11月2日 団体 第７位

第22回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 10月26日

陸上

新人戦西三予選

総体西三予選

9月8日

9月15日

新人戦県大会

体操
令和元年度高等学校三河新体操１年生大会 10月22日

1月19日

第68回渥美半島駅伝競走大会 2月2日

令和元年度愛知県高等学校駅伝競走大会 11月10日

第71回岡崎市民駅伝競走大会

5月3日

5月4日

5月5日

第21回西三河高等学校陸上競技１年生大会 7月20日



部活動名 大会名 期日 種目など 成績
女子４×100ｍメドレーR
男子４×100ｍメドレー
女子４×100ｍフリーR
男子４×100ｍフリーR
女子100ｍ平泳ぎ
男子100m背泳ぎ
女子100ｍ自由形
男子100ｍ自由形
女子200ｍ平泳ぎ
男子200ｍ平泳ぎ
女子50ｍ自由形
男子50ｍ自由形
男子400ｍ個人メドレー 第２位　県大会へ

男子総合 第３位
男子４×100ｍメドレーR 第３位
男子４×100ｍフリーＲ 第２位
男子200ｍ平泳ぎ 第２位
男子200ｍ個人メドレー 第２位
女子100ｍ自由形 第３位
男子総合 第４位
女子４×100ｍメドレーR
男子４×100ｍメドレーR
女子４×100ｍフリーR
男子４×100ｍフリーR
男子200ｍ背泳ぎ
男子200ｍ背泳ぎ
男子200ｍ平泳ぎ 第２位　県大会へ

男子200ｍ平泳ぎ
男子200ｍバタフライ
女子50ｍ自由形 第２位　県大会へ

女子50ｍ自由形
男子100ｍ背泳ぎ
男子100ｍ自由形 優勝　県大会へ
女子100ｍ平泳ぎ 第３位　県大会へ

男子100ｍ平泳ぎ 県大会へ
柔道 総体西三予選 4月28日 団体 予選リーグ敗退

県大会へ

第５９回西三河高等学校水泳競技大会 8月3日

新人戦西三河予選 8月24日

県大会へ

県大会へ

県大会へ

水泳

総体西三河予選 6月22、23日



部活動名 大会名 期日 種目など 成績
第59回岡崎市民剣道大会 4月21日 女子個人(高校の部) 第２位

男子団体 １回戦敗退
女子団体 ２回戦敗退
男子個人 第５位
女子個人 １回戦敗退
男子団体 １回戦敗退
女子団体 第３位

5月18日 男子個人 １回戦敗退
5月25日 女子団体 １回戦敗退

第42回かきつばた杯女子剣道大会 6月2日 女子団体 ２回戦敗退
女子個人 ２回戦敗退
女子個人 １回戦敗退
女子個人 ２回戦敗退
女子個人 ２回戦敗退
男子団体 1回戦敗退
女子団体 ２回戦敗退

第6５回全三河高等学校剣道大会 8月24日 男子団体 ２回戦敗退
男子個人 初戦敗退4名、３回戦敗退1名

女子個人 初戦敗退(４名)
男子個人高校以上初段の部 初戦敗退(１名)
男子個人高校以上二段の部 初戦敗退４名
女子個人高校・大学初段以上の部 初戦敗退３名、３回戦敗退１名

男子個人 ２回戦敗退(2名)

女子個人 １回戦敗退
女子個人 ２回戦敗退
男子団体 １回戦敗退
女子団体 第３位

新人戦県大会 11月24日 女子団体 １回戦敗退
男子一部 1回戦敗退
女子一部 1回戦敗退
男子個人 優勝
女子個人 優勝
女子個人 第３位

総体西三予選 4月27日 女子団体・個人 予選敗退
男子団体 県大会出場
男子個人 県大会出場
男子団体 予選通過
女子団体 第２位
男子個人 優勝
男子個人 第５位
女子個人 第３位
男子団体 予選敗退
女子団体 第３位

中日本弓道近的大会 9月8日 女子個人 準優勝
少年男子の部遠的 優勝
少年男子の部近的 第２位
少年男子の部総合 優勝

国民体育大会本国体 10月４～６日 少年男子の部 予選敗退
男子団体 優勝・県大会出場

女子団体 優勝・県大会出場

男子個人 県大会出場

女子個人 第３位・県大会出場

男子団体 第４位・東海大会出場

女子団体 第４位・東海大会出場

男子個人 第４位・全国大会出場

男子団体 予選通過
女子団体 予選通過
男子個人 予選通過

全国高等学校弓道選抜大会 12月23日 男子団体 予選敗退
女子団体 県大会出場
女子個人 県大会出場
男子団体 予選敗退
男子個人 予選敗退

8月11日

第60回岡崎市総合剣道大会 8月25日

第45回西三河剣道段別選手権大会 9月1日

　新人戦西三予選
10月26日

11月2日

剣道

第58回愛知県護国神社奉納金鯱旗争奪高等学校剣道大会 4月29日

総体西三予選
5月3日

5月5日

総体県大会

第13回愛知県女子剣道段別選手権大会 7月13日

第66回西三河剣道大会

令和元年度　西三河高等学校剣道大会 1月25日

弓道選抜大会西三河支部南地区大会 10月26日

弓道選抜大会愛知県大会 11月10日

東海高等学校弓道選抜大会 11月23、24日

弓道

愛知県西三河支部高等学校弓道選手権大会南地区大会 8月21日

愛知県西三河支部高等学校弓道選手権大会 8月22日

国民体育大会第40回東海ブロック大会弓道競技 9月25日

岡崎市民弓道大会 4月14日

総体西三予選 4月28日

新人戦西三予選

1月25日

1月26日



部活動名 大会名 期日 種目など 成績
総体県大会 5月25、26日 男子 優勝

男子A 優勝
女子Ａ 第２位
男子A 優勝
男子B 第４位
女子A 第２位

総体西三予選 4月20日 初戦敗退
第98回全国高校サッカー選手権大会 愛知県西三河支部予選Hブロック 8月19日 優勝
西三河支部新人体育大会 1月18日 予選敗退
総体西三予選 4月20、21、27日 決勝トーナメント１回戦敗退

新人戦西三予選 9月7、8日 予選リーグ敗退

弁論 2019東海地区中学・高校ディベート選手権 7月27、28日 第７位
岡崎総合書道会賞

奨励賞
奨励賞
奨励賞
奨励賞

第34回愛知県高文連東・西三河支部高等学校書道展 11月6～10日 奨励賞
　 入選

入選
入選
入選

第86回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール愛知県予選 8月1日 高等学校の部 金賞
第86回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール愛知県本選 8月22日 高等学校の部 金賞
第86回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール東海北陸ブロック 9月8日 高等学校の部 銀賞
第72回全日本合唱コンクール(中部大会) 高等学校の部 金賞
第72回全日本合唱コンクール(全国大会) 10月26日 高等学校の部 銀賞

金賞
銀賞

中部日本高等学校演劇連盟西三河第Ⅰ地区地区大会 7月26日
中部日本高等学校演劇連盟西三河第Ⅰ地区合同発表会 12月26日 音響効果賞

優勝
ベスト16入賞

団体戦の部 Ｂリーグ優勝（５勝０敗）

交流戦の部 準優勝
第31回中部日本個人・重奏コンテスト本大会 高等学校部門 個人の部 3月24日 マリンバ 銅賞
西三河北吹奏楽コンテスト 5月3日 第５位
令和元年度愛知県吹奏楽コンクール高等学校の部西三河北地区大会 7月20日 銀賞

フルート四重奏 銀賞
金管八重奏 銀賞
打楽器五重奏 銀賞

7月22日 予選優秀賞
8月18日 全国大会敢闘賞
10月1日 東海支部奨励賞
10月1日 東海支部奨励賞

物理チャレンジ2019 8月17～20日 全国大会出場
（岡崎Ｂ） ベストＰＯＩ賞
（岡崎Ａ） ベストスピーカー賞

準優勝
優勝
ベストスピーカー賞

ベストスピーカー賞、エキシビションディベーター賞

ベストＰＯＩ賞
ベストＰＯＩ賞、ベストスピーカー賞

ベストチーム賞 第５位

サッカー

女子ソフトボール

書道

第42回　岡崎総合書展　桜花展 8月1～４日

第28回国際高校生選抜書道展 1月28～2月2日

コーラス

登山
愛知県高等学校夏期登山大会 8月17～19日

新人戦県大会 11月9、10日

第81回東海三県高校将棋大会 7月15日

吹奏楽

愛知県アンサンブルコンテスト（高等学校の部）西三河北地区大会 1月11日

9月28日

第26回愛知県ヴォーカル・アンサンブルコンテスト 1月13日 高等学校部門 混成の部

演劇

個人戦
囲碁将棋

第55回全国高等学校将棋選手権大会 5月5日

6月15日

日本生物学オリンピック2019

化学グランプリ2019

PDA全国高校即興型英語ディベート合宿・大会2019 8月8日

第27回愛知県高等学校英語スピーチコンテスト地区予選会 9月21日

PDA東海地方公立高等学校即興型
英語ディベート交流大会2019

個人


