
H３０年度部活動表彰一覧 

 

１ 陸上競技 

高校総体西三河支部予選会            男子やり投      第２位 県大会出場 

男子５０００ｍＷ   第３位 県大会出場 

女子円盤投      第３位 県大会出場 

女子砲丸投      第４位 県大会出場 

女子やり投      第４位 県大会出場 

女子砲丸投      第５位 県大会出場 

女子５０００ｍＷ   第５位 県大会出場 

愛知県高等学校総合体育大会           男子５０００ｍＷ   第４位 東海大会出場 

愛知陸上競技選手権大会             男子５０００ｍＷ   第７位 

西三河高等学校陸上競技１年生大会        男子砲丸投      優 勝 

男子８００ｍ     第２位 

 新人体育大会西三河支部予選会          男子円盤投      第２位 県大会出場 

                         男子砲丸投      第４位、５位 県大会出場 

                         男子走幅跳      第５位 県大会出場 

                         女子８００ｍ     第５位 県大会出場 

 

２ サッカー 

全国高校サッカー選手権大会愛知県大会  

西三河支部選手権大会 Hブロック                    優 勝 

        

３ ハンドボール部 

 （男子） 

新人体育大会ハンドボール競技西三河支部予選会             第５位 

 （女子） 

 選手権大会西三河支部予選会                      第８位 

 

４ 水泳部 

高校総体西三河支部予選会            男子５０ｍ自由形   優 勝 県大会出場 

男子２００ｍ自由形  第３位 県大会出場 

女子団体総合     第５位 

女子１００ｍバタ   優 勝 県大会出場 

女子２００ｍバタ   優 勝 県大会出場 

愛知県高等学校総合体育大会           男子５０ｍ自由形   第６位 東海大会出場 

西三河高等学校水泳競技             女子団体       第５位 

女子２００ｍバタ   優 勝 



女子１００ｍバタ   第２位 

新人体育大会西三河支部予選会          男子２００ｍ個人メドレー 

  第２位 県大会出場 

                         女子総合       第６位 

                         女子１００ｍバタ   第２位 県大会出場 

愛知県新人体育大会               女子１００ｍバタ   第７位 

 

５ テニス（男子） 

高校総体西三河支部予選会            男子団体       第４位 県大会出場 

新人戦西三河支部予選会             男子団体       第４位 県大会出場 

                         男子シングルス 

Fブロック      優 勝 県大会出場 

 

６ 卓球 

刈谷市長杯総合体育大会（一般男子）       男子シングルス    優 勝 

高等学校総合体育大会競技西三河支部予選会    男子学校対抗     第３位 県大会出場 

西三河地区高等学校卓球リーグ          男子４部       優 勝 

愛知県高等学校卓球リーグ            男子５部       優 勝 

西三河地区高等学校卓球選手権大会                   第３位 

高等学校新人体育大会西三河支部予選会      男子学校対抗     第３位 県大会出場 

愛知県高等学校新人体育大会           男子学校対抗     第４位 東海大会出場 

西三河地区高等学校学年別卓球大会        ２年生男子      優 勝 

 愛知県高等学校卓球リーグ            男子４部       優 勝 

 

７ 体操 

 高等学校総合体育大会競技西三河支部予選会    男子団体総合     第３位 県大会出場 

                         男子個人総合     第５位 県大会出場 

女子２部団体総合   優 勝 県大会出場 

女子２部個人総合   第２位 県大会出場 

                         女子２部個人総合   第３位 県大会出場 

女子２部個人総合   第５位 県大会出場 

女子２部段違い平行棒 優 勝 県大会出場 

女子２部ゆか     優 勝 県大会出場 

愛知県高等学校総合体育大会           女子２部個人総合   第３位 

女子２部団体総合   第５位 

高等学校三河体操競技２年生大会         男子つり輪      第３位 

男子個人総合     第６位 

高等学校三河体操競技１年生大会         男子個人総合     第４位 



男子個人総合     第５位 

男子つり輪      第３位 

 

８ 新体操 

 高等学校総合体育大会西三河支部予選会      女子団体       第２位 県大会出場  

女子個人総合     第３位 県大会出場 

女子種目別ボール   第２位 

高等学校新人体育大会三河支部予選会       女子団体       第４位 県大会出場 

女子個人総合     第６位 県大会出場 

高等学校三河新体操２年生大会          個人総合       第２位 

                         個人種目別ボール   優 勝 

個人種目別フープ   第２位 

 

９ 弓道 

 高等学校総合体育大会競技西三河支部予選会    男子団体       優 勝 県大会出場 

男子個人       第４位 県大会出場 

女子個人       第５位 県大会出場 

弓道遠的選手権大会               男子団体       第２位 全国大会出場 

西三河支部高等学校選手権大会北地区大会     男子団体       第３位 

男子個人       第４位 

男子個人       第５位   

女子個人       第５位 

愛知県武道館高校生弓道大会団体戦        男子Ｂチーム     第２位 

                         男子Ａチーム     第３位 

 

１０ 剣道 

 西三河剣道段別選手権大会            高校生以上男子初段の部  第３位 

 安城稽古納め剣道大会                         優 勝 

知立市新春武道大会               高校男子の部     優 勝  

                            第３位 

一般女子の部     第３位 

 

１１ 囲碁・将棋部 

 東海３県高校将棋大会 Fリーグ                     第１位 

愛知県高等学校囲碁選手権大会          男子団体戦      第１位 東海大会出場 

東海地区高等学校囲碁選手権大会         男子団体戦      第５位 

西三河高等学校囲碁選手権大会          男子個人       優 勝 

 



１２ 自然科学部 

 全国ユース環境活動発表中部地方大会                  優秀賞 

 全国大会中・高校生ポスター発表                    奨励賞 

高文連自然科学専門部研究発表会                    優秀賞 


