
平成２８年度愛知県立碧南高等学校部活動対外成績一覧 
 
【野球部】 
  １ 春季高校野球西三河大会 
    ●１次リーグ   
        碧南  １－１０ 愛産大三河 負け 
        碧南  ２－１０ 岩津    負け 
        碧南  ５－１  安城東   勝ち 
        碧南 １３－０  豊田    勝ち 

 ●順位決定トーナメント   
１回戦    碧南 １２－０  岡崎商業  勝ち 
県大会決定戦 碧南  ３－４  豊田西   負け 
 

  ２ 第９８回全国高等学校野球選手権愛知大会 
    １回戦    碧南 ８－４   豊田西    勝ち 
    ２回戦    碧南 ３－０   天白     勝ち 
    ３回戦    碧南 ８－２   中村     勝ち 
    ４回戦    碧南 １－３   名古屋国際  負け 
   

３ 秋季高校野球西三河大会 
    ●１次リーグ 
        碧南 １０―０  豊田高専  勝ち 
        碧南  ５－７  豊田北   負け 
        碧南 １１－５  刈谷    勝ち 
        碧南  ３－５  碧南工業  負け   
   
【サッカー部】 
  １ 高校総体西三河支部予選 
    １回戦  碧南  ０－２ 豊田西  負け 

２ 高校サッカー選手権大会西三河支部予選 
           １回戦 碧南 ６－０ 一色    勝ち 
    県大会決定戦 ２回戦 碧南 ２－４ 豊田工業  負け 
 
【ハンドボール部】 
  １ 高校総体西三河予選 
     １回戦  碧南  １１－２５  杜若   負け 
 
  ２ 愛知県高等学校ハンドボール選手権大会 西三河地区予選会 
     １回戦  碧南  １８－２６  杜若   負け 
 
      



  ３  第 35 回碧海地区高等学校ハンドボール大会 
     予選リーグ  碧南  ２０－１３ 刈谷北  勝ち 
            碧南  ３３－１１ 安城東  勝ち   
     １～４位決定トーナメント 
        1 回戦 碧南  ９－１５  安城学園  負け 
        2 回戦 碧南 １９－１２  西尾    勝ち   第３位 
  
  ４ 西三河高等学校ハンドボール選手権大会 
     １回戦  碧南  ２３－１３  豊田   勝ち 
     ２回戦  碧南  ２０－２５  杜若   負け   
 
  ５ 愛知県公立高等学校商業科大会 ハンドボール競技 
     １回戦  碧南  １７－１６  蒲郡   勝ち 
     ２回戦  碧南  １１－２３  若宮商業 負け 
  
  ６ 愛知県高等学校新人体育大会 西三河支部予選会 
     １回戦   碧南  ２８－２０  刈谷北  勝ち 
     ２回戦   碧南  １８－１７  岡崎北  勝ち 
     準々決勝  碧南  ２０－１６  安城   勝ち 
     準決勝   碧南  １０－１９  岡崎城西 負け 
     ３位決定戦 碧南  １３－２０  岡崎商業 負け  第４位 県大会出場 
 
  ７ 愛知県高等学校新人体育大会 愛知県大会 
     １回戦   碧南  １０－２５  天白  負け 
 
  ８ 全三河高等学校ハンドボール１年生大会 
     １回戦   碧南  ４１－６   衣台  勝ち 
     ２回戦   碧南  １３－２１  豊丘  負け       
 
【柔道部】 

１ 高校総体西三河予選 
     男子団体 ５位 県大会出場  優秀選手賞 井田悠佑 
   

２ 高校総体県大会 
     男子団体 １回戦 碧南 ２－３ 大府東 負け 
     女子個人 ７８kg 級 加藤 愛 ベスト８ 
 
  ３ 全三河東西対抗柔道大会 勝利者賞 井田悠佑 
  ４ 全三河柔道選手権大会 
     男子団体 ２回戦敗退 

女子団体 ベスト８ 



  ５ 西三河高校体重別大会 
     男子個人 ６０ｋｇ ３位 渡部翔仁 

７３ｋｇ ３位 杉浦凜汰郎 
          ９０ｋｇ ２位 森川裕次 
     女子個人 ７０ｋｇ ２位 加藤 愛 
           〃   ３位 鈴木智香 

６ 新人大会西三河予選会 
     男子団体 ３位 県大会出場 優秀選手賞 神谷 篤 
  ７ 全三河高校体重別大会 
     男子個人 ９０ｋｇ ３位 森川裕次 
     女子個人 ７０ｋｇ ３位 加藤 愛 
 
【男子テニス部】 
  １ 高校総体西三河予選 
    ●個人  シングルス 決勝進出１名 水野広康 
  ２ 西三テニス選手権大会 
    ●個人  シングルス 準決勝進出１名 鈴木竣己 
         ダブルス  準決勝進出１組 松岡倖希・山岡流音 
  ３ 商業科大会 
    ●団体  ３位 
 
【女子テニス部】 
  １ 高校総体西三河予選 
    ●個人  シングルス ４回戦敗退１組 
         ダブルス  ４回戦敗退１組 

     ●団体  ３回戦敗退

  ２ 高校新人西三河予選 

 ●個人  シングルス ２回戦敗退２組 

      ダブルス  ３回戦敗退１組 

 ●団体  初戦敗退 

 

【男子ソフトテニス部】 

  １ 高校総体西三河予選 

    ●個人  ２回戦進出３組  ３回戦進出４組 

    ●団体  碧南 １－２ 豊野    負け 

         碧南 １－２ 豊田高専  負け 

         碧南 ０－３ 岡崎    負け   予選リーグ敗退 

  ２ 国民体育大会西三河予選会 

    ●個人  ３回戦進出２ペア ２回戦進出３ペア 

  ３ 全三河団体戦西三河予選会 

         碧南２－１刈谷工業    勝ち 



         碧南３－０豊田大谷    勝ち 

         碧南０－３岡崎      負け 

     二次リーグ 

         碧南０－３豊田北     負け 

         碧南０－３岡崎工業    負け 

  ４ 商業科大会 

    ●団体  Ａチーム ベスト８  Ｂチーム ２回戦敗退 

    ●個人  ４回戦進出１ペア 

  ５ 新人体育大会 

    ●団体  碧南０－３岡崎東     負け 

         碧南０－３安城東     負け 

         碧南１－２衣台      負け 

    ●個人戦 ベスト６４ １ペア 

  ６ 西三河選手権Ａ級の部 

    ●個人戦 ベスト３２ １ペア 

 

【女子ソフトテニス部】 

  １ 高校総体西三河予選 

    ●個人  ３回戦進出２組 

    ●団体  碧南 ０－３ 豊野    負け 

         碧南 ０－３ 鶴城丘   負け 

         碧南 ０－３ 三好    負け   予選リーグ敗退 

 ２ 国民体育大会西三河予選会 

    ●個人  ３回戦進出１ペア ２回戦進出３ペア 

  ３ 全三河団体戦西三河予選会 

         碧南 ０－３ 安城    負け 

         碧南 ０－３ 岡崎北   負け 

         碧南 ０－３ 安城東   負け   予選リーグ敗退 

      

  ４ 商業科大会 

    ●団体  Ａチーム ２回戦敗退 

    ●個人  ４回戦進出２ペア ３回戦進出２ペア ２回戦進出３ペア 

  ５ 新人体育大会 

    ●団体  碧南 ０－３ 豊田東  負け 

         碧南 １－２ 岡崎   負け    予選リーグ敗退 

         

  ●個人戦 ２回戦進出６ペア 

 

 

【ソフトボール部】 

 １ 高校総体西三河予選 



    ●予選リーグ 

       碧南 １０－３  岩津   勝ち 

       碧南 １１－１  高浜   勝ち 

       碧南  ４－０  西尾東  勝ち 

    ●決勝トーナメント    

       ２回戦  碧南  ８－０  安城東   勝ち 

       準決勝  碧南  ０－８  安城学園  負け 

       ３位決定戦  碧南 ６－５ 岡崎学園  勝ち  西三河３位で県大会出場 

 

 ２ 高校総体県大会 

    １回戦 碧南 ０－２  津島  負け 

  

 ３ 愛知県高等学校ソフトボール選手権大会 

    ２回戦 碧南 ３－１ 半田商業  勝ち 

    ３回戦 碧南 ３－１ 若宮商業  勝ち 

    ４回戦 碧南 ３－０ 成章    勝ち 

    準々決勝 碧南 １－６ 尾北   負け  ベスト８進出 

 

 ４ 全三河高等学校女子ソフトボール選手権大会 

    ２回戦 碧南 ８－１ 西尾  勝ち 

    ３回戦 碧南 ６－１ 蒲郡  勝ち 

    ４回戦 碧南 ５－４ 豊丘 勝ち 

    準決勝 碧南 ４－３ 豊橋商業 勝ち 

    決勝  碧南 ２－１０ 岡崎西 負け  準優勝 

 

 ５ 商業科大会 

    １回戦 碧南 １－９ 半田商業  負け 

 

 ６ 高校新人西三河予選 

    ●予選リーグ 

       碧南 １１－０ 三好   勝ち 

       碧南 １１－３ 豊田北  勝ち 

       碧南  ５－４ 刈谷北  勝ち 

    ●決勝トーナメント 

       ２回戦 碧南 ６－０ 三好 勝ち 

       準決勝 碧南 ４－０ 岡崎西 勝ち 

       決勝  碧南 １－２ 岡崎学園 負け 西三河２位で県大会出場 

 

 

【男子バレーボール部】 

  １ 高校総体西三河予選 



    １回戦 碧南 １－２ 豊野  負け 

２ 愛知県公立高等学校商業科体育大会 

１回戦 碧南 １－２ 国府 負け 

３ 愛知県高等学校バレーボール選手権大会西三河支部予選 

１回戦 碧南 ０－２ 足助 負け 

４ 下村杯争奪第５１回西三河総合バレーボール選手権大会（高校の部） 

１回戦 碧南 ０－２ 豊野 負け 

 

【女子バレーボール部】 

 １ 第 70 回愛知県高校総体西三河予選 

    １回戦   碧南 ２－０ 高浜    勝ち 

    ２回戦   碧南 ２－０ 豊野    勝ち 

    準々決勝  碧南 ０－２ 安城学園  負け 

    ５位決定  碧南 ０－２ 岡崎西   負け 

    ７位決定  碧南 ０－２ 岡崎東   負け 

                  第８位(ベスト８) 

２ 平成 28年度愛知県高等学校バレーボール選手権 西三河支部予選 

   １回戦   碧南 ０－２ 岩津    負け 

 

３ 平成 28年度下村杯争奪西三河バレーボール選手権 

   碧南Ａチーム 

１回戦 碧南Ａ １－２ 光ヶ丘女子  負け 

碧南Ｂチーム 

１回戦 碧南Ｂ ０－２ 岡崎西Ｂ   負け 

 

【男子バスケットボール部】 

 １ 高校総体西三河予選 

    １回戦 碧南 ５４－８８ 豊田工業 負け 

 ２ 夏季選手権大会 

    １回戦 碧南 ３２－９７ 刈谷工業 負け 

 ３ ALL AICHI 一次トーナメント 

    １回戦 碧南 ４５－１７４ 愛知黎明 負け 

 ４ 新人体育大会西三河予選   

    １回戦 碧南 ６３－４３ 岡崎商業 勝ち 

    ２回戦 碧南 ４１－８１ 科技高豊田 負け 

 

【女子バスケットボール部】 

 １ 高校総体西三河予選   

    ２回戦 碧南 ４２－５８ 愛教附    

 ２ 夏季選手権大会 

    ２回戦 碧南 ４１―６１ 豊田東    



 ３ ALL AICHI 一次トーナメント 

    ２回戦 碧南 ４２―１１６ 熱田    

 

【卓球部】 

 １ 高校総体西三河予選 

    男子 学校対抗  予選負け 

       ダブルス  神谷・都築 組 県大会出場 

       シングルス 神谷虎利 県大会出場 

    女子 学校対抗  予選負け 

 ２ 国民体育大会西三河予選 

    出場 

 ３ 西三河卓球個人選手権大会 

    男子ダブルス 村岡・石川航 組 ベスト６４ 

 

【ヨット部】 

 １ 愛知県高等学校総合体育大会 

    男子  ＦＪ級ソロ  ２位 

       ４２０級ソロ  優勝 

        学校対抗   優勝    

    女子  ＦＪ級ソロ  ２位 

       ４２０級ソロ  優勝 

        学校対抗   優勝（１１年連続優勝） 

 

    

２ 東海高等学校総合体育大会 

 男子  ４２０級ソロ  ２位（インターハイ出場） 

      学校対抗   ２位 

 女子  ４２０級ソロ  ２位（インターハイ出場） 

      ＦＪ級ソロ  ３位（インターハイ出場） 

      学校対抗   ３位 

 

３ 全国高等学校総合体育大会 

 男子  ４２０級    ９位 

 女子  ４２０級   １３位 

      ＦＪ級    ９位 

 

４ 海の甲子園ユースセーリングカップ 全日本選手権大会 

 少年女子      ４２０級  ３位 

 少年女子 レーザーラジアル級  ２位 

 

５ 愛知県高等学校新人体育大会 



 女子  ＦＪ級ソロ  ４位 

     学校対抗   ３位 

 男子  ＦＪ級ソロ  ３位 

     学校対抗   ３位 

 

 

【陸上競技部】 

 １ 高校総体西三河予選 

    県大会出場者なし 

 ２ 高校総体県大会 

    県大会出場者なし 

 ３ 愛知県選手権西三河予選 

    県大会出場者なし 

 ４ 高校新人西三河予選会 

    県大会出場者なし 

 

 

【水泳部】 

１ 高校総体 西三河支部予選 

女子１００ｍ平泳ぎ 石渡 茉己 県大会出場 

男子１００ｍ背泳ぎ 石川 大輝 県大会出場 

２ 新人体育大会 西三河予選会 

  男子１００ｍ背泳ぎ 石川 大輝 県大会出場 

男子１００ｍ自由形 畔崎 晃一 県大会出場 

女子 ５０ｍ自由形 清水 綾香 県大会出場 

３ 商業科大会 

  男子１００ｍ背泳ぎ 第３位 石川 大輝  

  男子２００ｍ自由形 第１位 石川 大輝  

  男子２００ｍ平泳ぎ 第３位 中居 司 

  男子２００ｍ平泳ぎ 第１位 岡田 悠助 

 

【弓道部】 

１ 第７０回愛知県高等学校総合体育大会弓道競技西三河予選会（男：平成２８年４月３０日） 

   男女団体及び個人 入賞なし 

２ 愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル２０１６西三河地区大会弓道競技 

                                                              （平成２８年８月２１日） 

      団体女子 第３位 碧南市 鈴木 唯花（３の８）・鵜殿 亜衣（３の６） 

３ 愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル２０１６愛知県大会弓道競技 

団体女子 第３位 高浜市 石川 夏帆（２の１） 

４  平成２８年度西三河支部高等学校選手権大会南地区大会（平成２８年８月２３日） 

      男女団体及び個人 入賞なし 



５ 平成２８年度諏訪神社奉納弓道大会（平成２８年８月２７日） 

      高校女子の部 個人優勝 竹内 琴音（２の５） 

      高校女子の部 個人２位 石川 夏帆（２の１） 

６  第５１回中日本弓道近的選手権大会（平成２８年９月１１日） 

      女子団体及び個人 入賞なし 

７ 西尾市民体育大会弓道競技（９月１７日） 

高校女子の部 入賞なし（２名出場） 

８ 碧南市熊野神社奉納射会（平成２８年１０月９日） 

高校女子の部 優勝 加藤 千尋（２の７） 

９ 愛知県高等学校弓道選抜大会西三河南地区予選（平成２８年１０月２２日） 

女子団体及び個人 入賞なし 

１０ 碧南市秋季市民総合体育大会弓道競技（平成２８年１０月２９日） 

高校男子の部 ３位 岡本 雅月（１の２） 

高校女子の部 優勝 藪田 真愛（２の５） 

２位 稲垣 萌花（２の５） 

３位 清水 未夢（２の２） 

１１ 高浜市民体育大会弓道競技（平成２８年１１月６日） 

高校女子の部 優勝 平田 希帆（１の５） 

１２ 第９回愛知県高等学校弓道個人選手権大会（平成２８年１２月１０日） 

女子個人 入賞なし 

１３ 平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会弓道競技西三河支部予選（平成２９年１月２８日） 

女子団体の部 県大会（平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会弓道競技）進出 

（平成２９年２月１１日） 

竹内 琴音（２の５）、清水 菜月（２の３）、杉浦 朱音（２の４） 

玉置  紬（１の８）、古橋 玲香（２の５）、石川 夏帆（２の１） 

藪田 真愛（２の５） 

 

【吹奏楽部】 

 １ 愛知県吹奏楽コンクール 東海予選の部 西三河南地区大会 銀賞 

 ２ 中部日本吹奏楽コンクール 愛知県大会 小編成の部 金賞・県代表 

 ３ 中部日本吹奏楽コンクール 本大会 小編成の部 銀賞 

 ４ 第 5回日本高等学校合奏コンクール２０１６ 全国大会 グランドコンテスト 銅賞 

【演劇部】 

 １ 平成２８年度 西三河第二地区大会 参加 

 ２ 平成２８年度 西三河第二地区合同発表会 参加 

 


