
令和２年度　部活動試合結果及びコンクール結果報告
部活動名 大会名 大会規模 日時 種目など 成績 備考

夏季愛知県高校野球大会 西三 7月12日 １回戦敗退

第７３回愛知高等学校野球選手権大会
地区予選

西三 8月11日 ２回戦敗退

５位

ベスト３２

ベスト３２

ベスト１６

ベスト３２

ベスト６４

令和２年度全三河高等学校ソフトテニス大会西三予選会 西三 ７月２８日、２９日 男子団体戦 第３位

９月１２日、１３日 団体戦 第３位

９月１９日、２０日 個人戦 第５位

新人戦 三河 9月26日 個人戦 第5位

10月31日 個人戦 ５位

11月1日 団体戦 ベスト１６

ソフトテニス(女) 新人戦 西三 ９月１２日、１３日 団体戦 第４位

卓球（男） 新人戦 西三 10月31日 団体戦 第８位

卓球（女） 新人戦 西三 11月3日 団体戦 第３位

愛知県高等学校バレーボール選手権 県 7月18日 1回戦敗退

第73回全日本バレーボール登校学校選手権 全国 9月26日 1回戦敗退

愛知県高等学校バレーボール選手権 県 7月18日 ２回戦敗退

第７３回全日本バレーボール高等学校選手権 全国 9月26日 ３回戦敗退

野球

ソフトテニス(男)

第75回国民体育大会選手選考会兼愛知県総合選手権大会
西三予選

西三 ７月５日、１８日 男子個人戦

第75回国民体育大会選手選考会兼愛知県総合選手権大会 県 ７月２３日、２４日 男子個人戦

令和2年度愛知県新人体育大会
（以下「新人戦」とする）

西三

新人戦県大会 県

バレーボール(男)

バレーボール(女)



部活動名 大会名 大会規模 日時 種目など 成績 備考

岡崎市内大会 その他 7月18日 １回戦敗退

西三河夏季選手権大会 西三 8月1日 １回戦敗退

ＡＬＬ　ＡＩＣＨＩ 県 9月26日 ３回戦敗退

新人戦 西三 1月9日 1回戦敗退

バスケットボール(女) 新人戦 西三 1月10日 2回戦敗退

第100回全国高等学校ラグビーフットボール大会愛知県大会 県 9月26日 1回戦敗退

新人戦三河大会 三河 1月9日 準優勝

愛知県選手権大会 西三 7月19日 ２回戦敗退

西三河選手権 西三 8月22日 ２回戦敗退

新人戦 西三 11月3日 １回戦敗退

岡崎市１年生大会 その他 12月25日 ブロック優勝

岡崎市大会 その他 10月18日 準優勝

岡崎市大会 その他 3月27日 準優勝

バスケットボール(男)

ラグビー

ハンドボール(男)



部活動名 大会名 大会規模 日時 種目など 成績 備考

男子100ｍ 6位

男子200m 7位

男子200m 8位

男子400ｍ 5位

男子800ｍ 4位

男子5000m 3位

男子4×100ｍR 4位

男子4×400mR 2位

男子三段跳 5位

男子総合 6位

男子トラック 4位

女子100mH 5位

女子4×100mR 8位

女子4×400mR 7位

男子800ｍ 8位

男子4×100mR 6位

男子4×400mR 7位

男子110ｍH 3位

男子110ｍH 8位

女子800ｍ 8位

女子100ｍH 6位

女子砲丸投 3位

男子 優勝

女子 優勝

新人戦 西三 9月21日 団体総合 ２位

新人戦県大会 県 11月3日 団体 10位

9月５，６日

新人戦県大会 県 9月27日

体操

陸上

新人戦

第53回西三河選手権大会 西三 10月17、18日

第５回おかざきリレーハーフマラソン その他 12月20日

西三



部活動名 大会名 大会規模 日時 種目など 成績 備考

女子総合 ４位

男子総合 ４位

女子４×100ｍメドレーリレー ５位

女子400ｍ自由形 ２位

男子400ｍ自由形 ５位

女子200ｍ平泳ぎ 優勝 大会新記録

男子200ｍ平泳ぎ ２位

男子200ｍ自由形 ６位

男子50ｍ自由形 ２位

男子200ｍ個人メドレー ２位

女子100ｍ背泳ぎ ５位

男子100ｍ背泳ぎ ６位

男子100m自由形 ８位

女子４×100ｍフリーリレー ４位

男子４×100ｍフリーリレー ２位

男子総合 ８位

女子200ｍ平泳ぎ ８位

男子４×100ｍメドレーリレー ７位

男子総合 ３位

女子総合 ３位

男子４×100ｍメドレーリレー ５位

女子４×100ｍメドレーリレー ３位

女子400ｍ自由形 ２位

男子400ｍ自由形 ７位

男子200ｍ背泳ぎ ８位

男子200ｍ背泳ぎ ５位

女子200ｍ平泳ぎ 優勝 大会新記録

男子200ｍ平泳ぎ ７位

男子200ｍ自由形 ３位

女子５０ｍ自由形 ４位

女子５０ｍ自由形 ６位

男子５０ｍ自由形 ４位

女子100ｍ背泳ぎ ２位

男子100ｍ背泳ぎ ２位

男子１００ｍバタフライ

男子１００ｍバタフライ

女子４×100ｍフリーリレー ３位

男子４×100ｍフリーリレー ３位

新人戦県大会 県 9月5日 女子200ｍ平泳ぎ ３位

第４３回（２０２０年度）全国JOCジュニアオリンピック夏季
水泳競技大会　高等学校・中学校４７都道府県

通信水泳競技大会　愛知県大会
県 9月20日 女子200ｍ平泳ぎ ５位

第４３回（２０２０年度）全国JOCジュニアオリンピック
夏季水泳競技大会

全国 通信 女子２００ｍ平泳ぎ

（１５－１
６歳）
10位

　高等学校・中学校４８都道府県通信水泳競技大会 全国 通信 女子２００ｍ平泳ぎ １６位

水泳

第60回西三河高等学校水泳競技大会 西三 8月9日

令和２年度愛知県高等学校水泳競技大会 県 ８月１５、１６日

新人戦 西三 8月22日



部活動名 大会名 大会規模 日時 種目など 成績 備考

柔道 令和２年度全三河体重別柔道大会 三河 10月15日 男子66kg級 2回戦敗退

12月5日 団体戦(男子) １回戦敗退

12月6日 団体戦(女子) ２回戦敗退

女子一部 １回戦敗退

男子一部 １回戦敗退

男子二部 １回戦敗退

男子団体 ２位

女子団体 優勝

男子個人 優勝

女子個人 2位

男子A ２位

男子B ７位

女子 ２位

サッカー 全国サッカー選手権　西三河支部予選 西三 8月29日 ２回戦敗退

第５３回全三河高等学校女子ソフトボール
選手権大会

西三 8月1日 一回戦敗退

新人戦 西三 9月１１、１９日 予選リーグ敗退

２位

ベストスピーカー賞

エキシビジョンディベーター賞

写真 第35回高文連写真専門部高校生の写真展 県 3月15日 奨励賞

県 1月17日 混声の部 金賞

チーム名
「も岡コう
音型はいや

だ」

県 1月17日 混声の部 金賞
チーム名
「ほ岡コう
速早弁」

クラリネット七重奏 銀賞

サックス八重奏 銀賞

フルート五重奏 銀賞

木管三重奏 銀賞

金管八重奏 銅賞

金管五重奏 銅賞

打楽器三重奏 金賞

金管四重奏 銅賞

フルート独奏 金賞

コントラバス独奏 金賞

オーボエ独奏 銀賞

トロンボーン独奏 銀賞

フルート独奏 金賞

コントラバス独奏 銀賞

2020年度中部日本個人・重奏コンテスト本大会 中部 3月28日 フルート独奏 金賞

県 2月28日

コーラス
第27回愛知県ヴォーカルアンサンブルコンテスト

高等学校部門

吹奏楽

西三北 1月9日

西三北 2月11日

2020年度中部日本個人・重奏コンテスト県大会

英語ディベート

弓道

令和２年度西三河支部高等学校弓道選手権大会南地区大会 西三 8月23日

令和２年度愛知県高等学校弓道選抜大会西三河支部予選 西三 10月24日

登山

女子ソフトボール

英語
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

2020
東海 6月13日

3月14日

剣道

新人戦県大会 県

令和２年度西三河高等学校剣道大会 西三

愛知県高等学校新人体育大会登山大会 県

2020年度愛知県アンサンブルコンテスト西三河北地区大会



部活動名 大会名 大会規模 日時 種目など 成績 備考

令和２年度愛知県高等学校カヌー選手権大会 県 7月19日 女子カヤックシングル 予選敗退

令和２年度愛知県高等学校新人体育大会カヌー競技 県 9月28日 女子カヤックシングル 予選敗退

日本生物学オリンピック2020
(代替試験　二次試験）

12月20日 銀賞

　今年は総合体育大会等がなくなったため、独自の最終練習を行う部が多かった。

その他


