
平成２９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  １－９  愛産大三河 負け 

        碧南  １－１１ 刈谷    負け 

        碧南  ９－０  衣台    勝ち 

        碧南  ２－１  豊野    勝ち 

 ●順位決定トーナメント   

１回戦 碧南  ０－１１ 科技高豊田 勝ち 

 

  ２ 第９９回全国高等学校野球選手権愛知大会 

    １回戦   碧南  ５－３  杏和    勝ち 

    ２回戦   碧南 １３－９  常滑    勝ち 

    ３回戦   碧南  ３－８  豊田    負け 

     

  ３ 秋季高校野球西三河大会 

    ●１次リーグ 

        碧南  ５―６  豊田工業  負け 

        碧南  ２－４  知立    負け 

        碧南  ５－６  岡崎    負け 

        碧南  ２－５  岡崎西   負け   

   

【サッカー部】 

  １ 高校総体  １回戦 碧南 ４－０ 豊田東 勝ち 

          ２回戦 碧南 ０－３ 豊田  負け 

    高校選手権大会西三河地区予選 

          １回戦 碧南 ２－１ 足助   勝ち 

          ２回戦 碧南 ０－６ 刈谷工業 負け 

【ハンドボール部】 

  １ 高校総体西三河予選 

    シードあり  ２回戦  碧南  １２－１９  豊田北   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  １６－２８  杜若   負け 

      



  ３  第 39 回碧海地区高等学校ハンドボール大会 

     予選リーグ  碧南  ２２－１１ 西尾   勝ち 

            碧南  ２８－１２ 安城東  勝ち 

     １～４位決定トーナメント 

        1 回戦 碧南  １１－２６ 安城学園 負け 

        2 回戦 碧南  １６－２１ 安城   負け   第４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  ２７－１２  安城南  勝ち 

     ２回戦  碧南  ２２－２０  安城   勝ち 

     ３回戦  碧南   ８－１９  岡崎商業 負け 

     ４回戦  碧南  １２－１８  刈谷   負け 

    ７位決定戦 碧南  １９－１４  刈谷北  勝ち    第７位 

      

 

  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   ７－２２  古知野   負け 

 

  ６ 新人体育大会 ハンドボール競技 西三河予選 

     シードあり ２回戦 碧南 １６－２０ 安城 負け 

    

 

【柔道部】 

１ 高校総体西三河予選 

     男子団体 ３位 県大会出場（７年連続）  優秀選手賞 渡部翔仁 

 

２ 高校総体県大会 

     男子団体 １回戦 碧南 ０－４ 名城 負け 

     女子団体 １回戦 碧南 １－２ 豊橋中央 負け 

男子個人 ９０kg 級 森川裕次 ベスト１６ 

女子個人 ４８kg 級 谷口美音 ベスト８ 

 

  ３ 全三河東西対抗柔道大会 優秀選手賞 森川裕次 

 

  ４ 全三河柔道選手権大会 

     男子団体 ２回戦敗退 

女子団体 １回戦敗退 

 



  ５ 西三河高校体重別柔道大会 

     男子個人 ７３ｋｇ ２位 杉浦凜汰郎 

     女子個人 ４８ｋｇ ３位 谷口 美音 

          ７０ｋｇ 優勝 加藤  愛 

 

６ 新人大会西三河予選会 

     男子団体 ５位 県大会出場（７年連続）  優秀選手賞 杉浦凜汰郎 

 

  ７ 全三河高校体重別柔道大会 

     男子個人 ７３ｋｇ ３位 杉浦凜汰郎 

     女子個人 ７０ｋｇ 優勝 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 予選敗退 

    ●個人  ダブルス  予選敗退 

    ●団体  １回戦 本校 ３－０ 吉良    勝ち 

         ２回戦 本校 １－２ 安城南   負け 

  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 武藤駿輔 

         ダブルス  準決勝進出１組 安藤祐規・原田竣平 

  ３ 商業科大会 

    ●団体  ２位 

１回戦 ＢＹＥ 

         ２回戦 本校 ３－０ 中川商業  勝ち 

         ３回戦 本校 ２－１ 知立    勝ち 

         準決勝 本校 ２－０ 瀬戸窯業  勝ち 

         決勝  本校 １－２ 犬山    負け 

 

  ４ 新人戦 

    ●団体  １回戦 本校 ４－１ 碧南工業 勝ち 

         ２回戦 本校 ２－３ 岡崎西  負け 

    ●個人  シングルス 決勝進出１名  北岡拓也 

               準決勝進出１名 武藤駿輔 

         ダブルス  準決勝進出１組 武藤駿輔・原田竣平 

 

【女子テニス部】 

  １ 高校総体西三河予選 



    ●個人  シングルス 予選敗退 

         ダブルス  予選敗退 

    ●団体  ４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  ２回戦敗退 

 

 

【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２組 

    ●団体  碧南 １－２ 岡崎北    負け 

         碧南 ３－０ 岡崎学園   勝ち 

         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１－２刈谷工業    負け 

         碧南１－２岡崎東     負け 

         碧南２－１刈谷      勝ち 

  ４ 商業科大会 

    ●団体  Ａチーム ベスト１６  Ｂチーム ２回戦敗退 

     

  ５ 新人体育大会 

    ●団体  碧南０－３岡崎城西    負け 

         碧南１－２刈谷工業    負け 

         碧南１－２豊田大谷    負け 

     

【女子ソフトテニス部】 

  １ 高校総体西三河予選 

    ●個人  ４回戦進出１ペア ３回戦進出１ペア 

    ●団体  碧南 ０－３ 刈谷北   負け 

         碧南 １－２ 岡崎北   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  

  ３ 全三河団体戦西三河予選会 

    １次リーグ 



         碧南 ２－１ 鶴城丘   勝ち 

         碧南 ０－３ 岡崎北   負け 

         碧南 １－２ 吉 良   負け   １次リーグ２位通過 

    ２次リーグ 

         碧南 ０－３ 豊田大谷  負け 

         碧南 １－２ 松 平   負け   ２次リーグ４位敗退 

      

  ４ 商業科大会 

    ●団体  Ａチーム １次リーグ２位 Bチーム１次リーグ３位 敗退 

    ●個人  ３回戦進出２ペア 

  ５ 新人体育大会 

    ●団体   

         碧南 １－２ 岡 崎   負け 

碧南 １－２ 豊田東  負け 

         碧南 １－２ 安城東  負け    予選リーグ敗退 

    ●個人 

        ４回戦進出１ペア ２回戦進出２ペア 

  ６ 全三河個人戦 本戦 

        １ペア出場 

 

【ソフトボール部】 

  １ 高校総体西三河予選 

    ●予選リーグ 

       碧南  ４－２  豊田北  勝ち 

       碧南  ８－２  安城   勝ち 

       碧南  ８－１  西尾   勝ち 

    ●決勝トーナメント    

       ２回戦  碧南  ７－０  吉良    勝ち 

       準決勝  碧南  ５－７  安城学園  負け 

       ３位決定戦  碧南 １－２ 岡崎学園  負け 西三河４位で県大会出場 

 

  ２ 高校総体県大会 

    １回戦 碧南 ４－３ 新川  勝ち 

    ２回戦 碧南 ２－５ 豊川 負け  愛知県大会ベスト１６ 

  

  ３ 愛知県高等学校ソフトボール選手権大会 

    １回戦 碧南  ８－１ 幸田  勝ち 

    ２回戦 碧南 １２－５ 美和  勝ち 



    ３回戦 碧南  ４－６ 西陵  負け 

 

  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 ３－６ 岡崎商業  負け 

 

  ５ 商業科大会 

    １回戦 碧南 １１－０ 犬山    勝ち 

２回戦 碧南  ８－９ 豊橋商業  負け 

 

  ６ 高校新人西三河予選 

    ●予選リーグ 

       碧南  ４－５ 岡崎北 負け 

       碧南  ７－２ 三好  勝ち 

       碧南 １３－４ 知立東 勝ち 

       碧南 １１－０ 幸田  勝ち 

    ●決勝トーナメント 

       １回戦 碧南 １２－９  西尾   勝ち 

       ２回戦 碧南  ０－１５ 安城学園 負け 

       県大会決定戦 碧南 １０－３ 岡崎北 勝ち  

       ５位決定戦  碧南  ６－１ 岡崎西 勝ち 西三河５位で県大会出場 

 

【男子バレーボール部】 

  １ 第 71回愛知県高校総体西三河予選 

    １回戦 碧南 ０－２ 愛産大三河  負け 

  ２ 平成 29年度下村杯争奪第 53回西三河総合バレーボール選手権大会 

    １回戦 碧南 １－２ 豊野  負け 

  ３ 全日本バレーボール高校選手権西三河予選 

    １回戦 碧南 ０－２ 知立東  負け 

 

【女子バレーボール部】 

  １ 第 71回愛知県高校総体西三河予選 

    １回戦   碧南 ０－２ 安城南    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 ７５－４９ 吉良 勝ち 

    ２回戦 碧南 ３３－１５１ 岡崎城西 負け 

  ２ 夏季選手権大会 



    １回戦 碧南 ４２－１１３ 豊田大谷 負け 

  ３ ALL AICHI 一次トーナメント 

    １回戦 碧南 ３９－８５  小牧 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 ６５－２１ 豊田高専    

    ３回戦 碧南 ５０－８６ 豊野 

  ２ 夏季選手権大会 

    １回戦 碧南 ３９―６３ 岡崎北    

  ３ ALL AICHI 一次トーナメント 

    ２回戦 碧南 ８２―３２ 滝    

    ３回戦 碧南 ５４―６４ 南陽 

【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  村岡・石川航 組     ３回戦進出 

       シングルス 石川航貴       ４回戦進出 

    女子 学校対抗  予選負け 

ダブルス  エンジェル・生田 組 ３回戦進出 

 

【ヨット部】 

  １ 愛知県高等学校総合体育大会 

    男子  ＦＪ級ソロ  ３位 

       ４２０級ソロ  優勝 

        学校対抗   優勝（２年連続優勝）    

    女子  ＦＪ級ソロ  優勝 

       ４２０級ソロ  優勝 

        学校対抗   優勝（１２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  １位（インターハイ出場） 

      ＦＪ級ソロ  ２位（インターハイ出場） 

      学校対抗   ２位 

 



３ 全国高等学校総合体育大会 

 男子  ４２０級   １５位 

 女子  ４２０級   １１位 

      ＦＪ級   １３位 

 

４ 国民体育大会 

 少年男子      ４２０級 ６位 

 少年女子      ４２０級 ４位 

 

５ 愛知県高等学校新人体育大会 

 女子  420級ソロ  １位  

ＦＪ級ソロ  3位 

     学校対抗   2位 

 男子  420級ソロ   １位 

     学校対抗    2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 

    男子 ５０ｍ自由形 畔崎 晃一 県大会出場 

男子１００ｍ自由形 畔崎 晃一 県大会出場 

    男子１００ｍ背泳ぎ 石川 大輝 県大会出場 

    男子２００ｍ背泳ぎ 石川 大輝 県大会出場 

    女子 ５０ｍ自由形 北澤 志菜 県大会出場（第３位） 

    女子１００ｍ自由形 北澤 志菜 県大会出場（第３位） 

    女子１００ｍ平泳ぎ 松本 理愛 県大会出場 

    女子４００ｍフリーリレー  奥谷・清水・北澤・松本 県大会出場 

    女子４００ｍメドレーリレー 奥谷・清水・北澤・松本 県大会出場 

２ 西三河大会 



    女子 ５０ｍ自由形 北澤 志菜 第１位 

    女子１００ｍ自由形 北澤 志菜 第１位 

３ 新人体育大会 西三河予選会 

女子 ５０ｍ自由形 北澤 志菜 県大会出場（第１位・大会新記録） 

女子１００ｍ平泳ぎ 松本 理愛 県大会出場 

４ 商業科大会 

    男子総合第５位、女子総合第５位 

    男子２００ｍ自由形 第１位 石川  大輝 

    男子２００ｍ背泳ぎ 第２位 石川  大輝 

    女子１００ｍ自由形 第１位 北澤 志菜 

    女子 ５０ｍ自由形 第２位 北澤 志菜 

 

【弓道部】 

１ 愛知縣護國神社奉納弓道大会（平成２９年４月２２日） 

    女子団体 入賞なし 

２ 第７１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２９年４月２９日、女：４月３０日） 

     男女団体及び個人 入賞なし、予選敗退 

３  平成２９年度西三河支部高等学校選手権大会南地区大会 

       男女団体及び個人 入賞なし 

４ 平成２９年度諏訪神社奉納弓道大会 

       高校女子の部 個人５位 曽原 風香 

５  第５２回中日本弓道近的選手権大会 

       男女団体及び個人 入賞なし 

６ 西尾市民体育大会弓道競技 

高校女子の部 ２位 牧野 凜花 

７ 愛知県高等学校弓道選抜大会西三河南地区予選 

男女団体及び個人 入賞なし 

８ 碧南市秋季市民総合体育大会弓道競技 

高校女子の部 優勝 平田 千乃 

２位 牧野 凜花 

３位 永柳 綾音 

 

【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 金賞・代表 

  ２ 愛知県吹奏楽コンクール 東海予選の部 愛知県大会 銀賞 

  ３ 中部日本吹奏楽コンクール 愛知県大会 小編成の部 金賞 

 



【演劇部】 

  １ 平成２９年度 西三河第二地区大会 参加 

  ２ 平成２９年度 西三河第二地区合同発表会 優秀賞 

【科学部】 

  １ 第４７回愛知県野生生物保護実績発表大会 愛知県教育委員会賞 

  ２ 第５２回全国野生生物保護実績発表大会 環境省自然環境局長賞 


