
平成２８年度　　新川高校部活動公式試合成績（６月～１１月）①
部 大会名・成績 部 大会名・成績
野球 全国高等学校野球選手権愛知県大会 弓道 男子 尾張支部高等学校弓道選手権大会

1回戦　対　愛知商業高校　3－2　勝 ・団体戦　予選（20射）（6中以上通過）
2回戦　対　誠信高校  　3－4　敗 A　10中　　B　2中

準決勝(40射)（予選と計40射上位8チーム決勝進出）
愛知県高等学校野球選手権尾張地区大会 A　14中
・予選リーグ ・個人戦　予選通過（4射3中以上）

対　一宮高校　6－5　勝 決勝（4射）　
対　木曽川高校　4－4　分 １名　2中　　１名　1中
対　佐織工業高校　12－10　勝 中日本弓道近的選手権大会
対　起工業高校　1－9　敗 ・団体競技(12射)

・二次予選 Ａ　7中　　　Ｂ　2中
1回戦　対　滝高校　4－7　敗 愛知県高等学校弓道選抜大会尾張支部予選会

・団体戦　予選（３人立24射）（13中以上県大会出場）
全尾張高等学校野球選手権大会尾張地区予選 A　3中　　B　6中　　C　8中　　D　3中

1回戦　対　佐織工業高校　2-9　敗　 女子 尾張支部高等学校弓道選手権大会
・団体戦　予選（20射）（5中以上通過）

ソフトボール 愛知県高等学校ソフトボール選手権大会 A　10中　　B　1中
1回戦　対　岡崎西高校　9－7　勝 準決勝（40射）（予選と計40射上位8チーム決勝進出）
2回戦　対　五条高校　17－2　勝 A　15中
3回戦　対　刈谷北高校　9－0　勝 決勝トーナメント1回戦
4回戦　対　豊川高校　9－6　勝 新川Ａ　対　一宮Ｃ　　3中　対　3中
準々決勝　対　修文女子高校　0－4　敗 (同点競射　2中　対　0中)　　勝

※県ベスト８ 決勝トーナメント準決勝
全尾張高等学校女子ソフトボール選手権大会 新川Ａ　対　津島東Ａ　　8中　対　7中　　勝

1回戦　対　菊華高校　2－9　敗 決勝トーナメント決勝
新人体育大会尾張支部予選会 新川Ａ　対　津島Ａ　　5中　対　7中　　敗
　予選リーグ ※準優勝

対　犬山高校　6-0　勝　 ・個人戦　予選通過（4射3中以上）
対　津島高校　7-0　勝　 決勝（4射）　
対　小牧・一宮北高校　17-0　勝　 ２名　2中

　決勝トーナメント ４・５位決定戦(遠近競射)
1回戦 対　津島北高校　14-4　勝 １名　４位　　１名　５位
2回戦 対　古知野高校　0-5　敗　 中日本弓道近的選手権大会
5位決定戦 対　美和高校　2-3　敗　 ・団体競技(12射)

※尾張地区ベスト８ Ｃ　1中　　　Ｄ　2中　　　Ｅ　3中　
秋季尾張高校女子ソフトボール大会 愛知県高等学校弓道選抜大会尾張支部予選会

1回戦　対　一宮商業高校　17-0　勝 ・団体戦　予選（3人立24射）（11中以上県大会出場）
2回戦　対　修文女子高校　2-5　敗 A  13中　　B　9中　　C　3中　　D　4中　

サッカー 尾張選手権サッカー大会 ※Ａ　３位　県大会出場
予選リーグ ・個人戦　予選通過（8射5中以上県大会出場）

対　美和高校　0-0　分　 １名 （6中） 遠近×　　５位
対　誠信高校　2-1　勝　 ２名 （5中）
対　一宮興道高校　0-2　敗　 ※以上３名　県大会出場

全国高校サッカー選手権大会尾張地区予選 愛知県高等学校弓道選抜大会兼全国・東海高等学校
1回戦　対　春日井東高校　0-0(PK2-3)　敗　 弓道選抜大会代表選考会

全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 ・団体戦　一次選考
男子 愛知県大会 36射11中

1回戦　　 対　豊田北高校　70-54　勝 ・個人戦　一次予選会
2回戦 対　豊田西高校　64-84　敗　 １名　　12射6中 １名　　12射5中 １名　　12射2中

卓球 男子 国民体育大会　県一次予選
女子 全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 男子シングルス

愛知県大会 １名 3回戦進出
１回戦 対　愛知高校　　81-56　勝 １名 1回戦敗退
２回戦 対　守山高校　　80-46　勝 新人体育大会尾張支部予選会
ブロック決勝　対　豊橋南高校　83-33　勝 、 1回戦　 対　五条高校　 3-0　勝

※ブロック優勝 2回戦　 対　小牧工業高校　3-1　勝
２次トーナメント 3回戦　 対　西春高校　 3-1　勝
1回戦　　対　中部大第一高校　9-149　敗 準決勝 対　美和高校　 1-3　敗

※県大会出場
剣道 男子 北名古屋市民秋季体育大会 女子 国民体育大会　県一次予選

高校・一般男子の部　 １名　　準優勝 女子シングルス
１名　　第３位 １名 2回戦進出

新人体育大会尾張支部予選会 新人体育大会尾張支部予選会
・団体戦 1回戦 対　佐屋高校 0-3　敗

1回戦 対　小牧高校　　3-2　勝 バレーボール 愛知県選手権尾張支部予選会
2回戦 対　愛知黎明高校　1-3　敗 男子 1回戦　 対　丹羽高校 2-1　 勝

･個人戦 2回戦　 対　佐織工業高校　0-2　 敗
１名 ベスト８ ※県大会出場 5位トーナメント 対　尾北高校 0-2　 敗
１名　　 2回戦進出 7位決定戦 対　五条高校 1-2　 敗

愛知県高等学校新人体育大会 全日本バレーボール高等学校尾張支部予選会
･個人戦 1回戦 対　一宮興道高校 2-1　 勝

１名 3回戦進出 2回戦　 対　誠信高校　 0-2　 敗
女子 新人体育大会尾張支部予選会 女子 愛知県選手権尾張支部予選会

・団体戦 1回戦　 対　西春高校 0-2　敗
1回戦 対　西春高校 3-2　勝 全日本バレーボール高等学校尾張支部予選会
2回戦 対　愛知黎明高校　0-5　敗 1回戦　 対　美和高校 2-0　勝

･個人戦 2回戦　 対　犬山高校 0-2　敗
１名 2回戦進出 バトン 第29回バトントワｰリング愛知県大会

ハンドボール 新人体育大会尾張支部予選会 金賞受賞　　 ※東海大会出場
男子 1回戦　対　佐織工業高校　19－25　敗 第42回マーチングバンド・バトントワーリング東海大会

銀賞受賞

バスケットボール



平成２８年度　　新川高校部活動公式試合成績（６月～１１月）②
硬式テニス 夏期尾張高等学校テニス選手権大会 水泳 競泳 愛知県高等学校総合体育大会

男子 ・18歳以下シングルス ・個人種目
ブロック優勝 １名 女子100m背泳ぎ　１名　1分16秒16
ブロック準優勝 １名 女子100m平泳ぎ １名　1分24秒79
ブロックベスト４ １名 女子200m平泳ぎ １名　3分08秒57

・ダブルス ・リレー種目
ブロック準優勝 １組 男子400mメドレーリレー　4分35秒36
ブロックベスト４ １組 女子400mメドレーリレー　5分10秒60

新人体育大会尾張支部予選会 尾張高等学校選手権大会　水泳競技会
・団体戦 ・個人種目

1回戦　対　津島東高校　4-1　勝 男子200m背泳ぎ １名　　　　2分29秒31　第３位
2回戦　対　誉高校　0-5　敗 女子200m平泳ぎ １名　　　　3分05秒81　第３位

・シングルス 新人体育大会尾張支部予選会
ブロック準優勝 ２名 ・個人種目

・ダブルス 男子200m背泳ぎ １名　　　　2分28秒98　準優勝
ブロック優勝 １組 男子200mバタフライ １名　　　　2分33秒54

※県大会出場 男子200m個人メドレー１名 2分27秒07　 準優勝
愛知県高等学校新人体育大会 男子100m自由形 １名　　　　　　　　59秒12 第３位
・ダブルス 女子200m背泳ぎ １名　　　　3分07秒61

1組 　1回戦敗退 女子200m平泳ぎ １名　　　　3分07秒60　準優勝
女子 夏期尾張高等学校テニス選手権大会 ※以上県大会出場

・18歳以下シングルス ・リレー種目
ブロック優勝 １名 男子400mメドレーリレー　4分34秒51
(本戦　準優勝) 男子400mフリーリレー　4分03秒04
ブロック準優勝 １名 ※以上県大会出場
ブロックベスト４ １名 愛知県高等学校新人体育大会

・16歳以下シングルス ・個人種目
ブロック準優勝 １名 男子200m背泳ぎ １名　　　　2分27秒28

・ダブルス 男子200mバタフライ １名　　　　2分29秒03
ブロック優勝 １組 男子200m個人メドレー１名　　　　2分25秒94
(本戦　準優勝) 男子100m自由形 １名　　　　　　59秒32

新人体育大会尾張支部予選会 女子200m背泳ぎ １名　　　　3分08秒88
・団体戦 女子200m平泳ぎ １名　　　　3分09秒41

2回戦　 対　尾北高校 3-2　勝 ・リレー種目
3回戦　 対　修文女子高校 3-2　勝 男子400mメドレーリレー　失格
準決勝　 対　一宮西高校 1-3　敗 男子400mフリーリレー　3分59秒24
3位決　 対　小牧南高校 3-0　勝 水球 愛知県高等学校総合体育大会

※3位により県大会出場 (男子) 対　名古屋高校 0-35　　 敗
・シングルス 対　岡崎城西高校 1-23 敗

ブロック優勝 １名 ※県大会出場 対　西尾東高校 4-3 勝
ブロック準優勝 １名 ※総合　県第３位
ブロック準優勝 １名 愛知県高等学校新人体育大会
ブロックベスト４ １名 1回戦 対　岡崎城西高校 7-11　　

・ダブルス 3位決定戦 対　西尾東高校 16-1
　          　 ブロック優勝　　　　 １組 ※県大会出場 ※総合　県第３位

　　　　　　ブロックベスト４ １組 陸上 愛知レディース陸上競技大会
愛知県高等学校新人体育大会 女子400m　 １名　第４位　１名　第６位
・団体戦 女子1500m　寺尾理恵子　5分12秒95　第５位１名　4分59秒71　

1回戦　 対　天白高校　1-4　敗 愛知陸上競技選手権大会
・シングルス 男子4×100ｍリレー 44秒04　予選7着

１名 2回戦敗退 女子4×100mリレー 50秒96　予選2着
・ダブルス 51秒09　準決勝7着
　 １組 1回戦敗退 女子200m　 １名　　　　 26秒78(予選)

バドミントン 新人体育大会尾張支部予選会 女子400m　 １名　　　　59秒04(予選)　1分00秒11(準決勝)
男子 ・団体戦 愛知県高等学校1年生陸上競技大会・ｼﾞｭﾆｱ記録会

1回戦 対　尾北高校 3-1 勝 知多支部・尾張支部大会
2回戦 対　誠信高校　 3-0 勝 女子4×400mリレー 4分18秒28　第４位
準決勝 対　杏和高校 3-1 勝
決勝 対　清林館高校 2-3 敗 新人体育大会尾張支部予選会

※準優勝で県大会出場 男子200m １名 23秒33 第２位
・個人戦シングルス 女子200m　 １名 27秒06 第１位

1名 ３位 ※県大会出場 女子400m　 １名 59秒94 第２位
1名 ベスト16 １名 1分01秒16 第４位

・個人戦ダブルス 女子800m　 １名 2分26秒54 第４位
1組 ３位 ※県大会出場 女子1500m　 １名 4分56秒64 第５位
1組 ベスト16 女子400mＨ　 １名 1分12秒53 第２位

愛知県高等学校新人体育大会 女子砲丸投げ １名 8m26 第５位
・団体戦 女子やり投げ １名 27m84 第５位

1回戦 対　大府高校 0-3 敗 女子4×100ｍリレー 51秒63　 第４位
・個人戦シングルス 女子4×400mリレー 4分10秒04　第２位

1名 1回戦敗退 ※以上県大会出場
・個人戦ダブルス 愛知県高等学校新人体育大会

1組 1回戦敗退 男子200m １名 23秒16 予選7着
女子 新人体育大会尾張支部予選会 女子200m　 １名 26秒52 予選4着

・団体戦 女子400m　 １名 1分00秒01 予選3着
1回戦　対　大成高校　3-0　勝 １名 1分00秒88 予選5着
2回戦　対　古知野高校　0-3　敗 女子800m　 １名 2分25秒97 予選5着

・個人戦ダブルス 女子1500m　 １名 4分55秒49 予選13着
2組 ベスト32 女子400mＨ　 １名 1分09秒62 予選5着

柔道 尾張・名古屋・知多新人柔道体重別選手権大会 女子砲丸投げ １名 7m92 28位
90kg級 1名 3回戦敗退 ※ベスト８ 女子やり投げ １名 25m32 31位
90kg級 1名 2回戦敗退 女子4×100ｍリレー 51秒60 予選4着
81kg級 1名 3回戦敗退※ベスト16 女子4×400mリレー 4分07秒61 予選4着
66kg級 2名 1回戦敗退
60kg級 1名 1回戦敗退 尾張陸上競技選手権大会

新人体育大会尾張支部予選会(団体戦) 女子200m １名 26秒33 第３位
予選リーグ 女子4×400mリレー 4分08秒55　　　　　第３位

対　愛知黎明高校 敗
対　津島東高校 勝(4人残し)


