
部 大会名・成績 部 大会名・成績
野球 春期全尾張高等学校野球選手権大会 剣道 (女) 金鯱旗争奪高等学校剣道大会

1回戦 対　一宮西高校　6-11　敗 1回戦　対　杏和高校　1-2　敗　　
全国高等学校野球選手権大会 愛知大会 総合体育大会剣道競技尾張支部予選会

1回戦 対 一宮西高校4-3 勝 団体戦 2回戦　対　一宮南高校　3-2　　勝
2回戦 対 豊川高校 0-10 敗 3回戦　対　一宮高校　　2-3　　敗

ソフトボール 総合体育大会ソフトボール競技尾張支部予選会 個人戦 ２名　　　2回戦進出
予選リーグ 対　小牧高校　12-1　勝　 全尾張地区夏季剣道大会

対　五条高校　11-1　勝 2回戦 対　聖カピタニオ女子高校 5-0 勝
対　犬山高校　12-0　勝 3回戦 対　一宮西高校　 0-3 敗

決勝トーナメント 優秀選手(5人抜き)　
1回戦　対　丹羽高校　10-11　敗 北名古屋市民剣道大会

　　対　古知野高校　7-3　勝 １名 準優勝
5位決定戦　対　木曽川高校　11-1　勝 第5位 県大会出場 １名 第3位

平成31年春季尾張ソフトボール大会 弓道 （男） 総合体育大会弓道競技尾張支部予選会
2回戦 対　江南高校　4-6 敗 団体戦　予選（40射）　※20中以上県大会出場

令和元年度愛知県高等学校女子ソフトボール選手権大会 男子　A 15中　
1回戦 対　津島北高校　4-8敗 個人戦　予選（8射6中以上）

春季尾張ソフトボール大会 予選敗退
1回戦シード 尾張支部高等学校弓道選手権大会
2回戦　対　江南高校　4-6　　敗 ・団体戦　予選（20射）（6中以上通過）

愛知県高等学校ソフトボール選手権大会 A　7中 準決勝進出　　B　1中予選敗退
1回戦　対　津島北高校　4－8　敗 準決勝(20射)　1中

全尾張高等学校女子ソフトボール選手権大会 ・個人戦　予選通過（4射3中以上）
1回戦　対　星城高校　4-5　敗 予選通過（4射3中以上） 織田悠佑　3中

新人体育大会尾張支部予選会 決勝(4中) 織田悠佑　0中　順位なし
　予選リーグ （女） 総合体育大会弓道競技尾張支部予選会

対　誉高校　0-10　敗　 団体戦　予選（40射）　※17中以上県大会出場
対　杏和高校　16-3　勝　 女子　A 8中　B 10中　

　決勝トーナメント 個人戦　予選（8射6中以上）
1回戦 対　岩倉総合高校　11-1　勝 予選敗退
2回戦 対　尾北・佐屋高校　2-1　勝　 尾張支部高等学校弓道選手権大会
準決勝 対　丹羽高校　10-3　　　　勝　 ・団体戦　予選（20射）（5中以上通過）
決勝 対　修文女子高校　0-7　　敗 A　12中　準決勝進出　　B　4中　予選敗退

第2位　県大会出場 準決勝(20射)　A　6中　決勝トーナメント進出
サッカー 総合体育大会サッカー競技尾張支部予選会 決勝トーナメント(20射)

1回戦 対　愛知啓成高校 5-2　勝 1回戦　対　江南高校　7-6　勝
2回戦 対　丹羽高校 1-1(延長0-1)　敗 準決勝　対　西春高校　4-10　敗 第3位

総合体育大会バスケットボール競技尾張支部予選会 ・個人戦
（男） 1回戦　対　小牧高校　46-58　敗 予選通過（4射3中以上） ２名　3中

尾張支部バスケットボール競技　夏季選手権大会 １名　4中
1回戦　　 対　大成高校　73-41　勝 決勝（4射） ３名　0中　順位なし
2回戦 対　清林館高校　46-83　敗 卓球 （男） 総合体育大会卓球競技尾張支部予選会

（女） 総合体育大会バスケットボール競技尾張支部予選会 団体戦
1回戦　対　丹羽高校　57-88　敗 1回戦　対　津島東高校　3-1　勝

バレーボール 総合体育大会バレーボール競技尾張支部予選会 2回戦　対　美和高校　　3-1　勝
（男） 1回戦　対　西春高校　0-2　敗 3回戦　対　小牧南高校　3-2　勝
（女） 総合体育大会バレーボール競技尾張支部予選会 準決勝　対　津島高校　3-1　勝

1回戦　対　一宮南高校　0-2　敗 決勝戦　対　滝高校　3-2　　　勝 優勝　県大会出場
柔道 総合体育大会柔道競技尾張支部予選会 個人戦

団体戦 　 シングルス　１名　優勝
予選リーグ 対　誠信高校　3勝2敗 勝 １名　　5回戦進出

対　犬山南高校チーム　4勝1敗 勝 ダブルス　　２ペア　　第5位 以上県大会出場
決勝トーナメント 愛知県高等学校総合体育大会　愛知県大会
一回戦 対　津島北高校　5敗 敗 団体戦
5位決定戦 対　美和高校　3勝2敗 勝 1回戦 対　知立東高校　3-0　敗

対　津島高校　1勝3敗1分 敗 個人戦
団体戦6位　県大会出場 シングルス １名 2回戦進出

総合体育大会柔道競技愛知県大会 １名 1回戦敗退
個人戦 ダブルス ２ペア 1回戦敗退

73Kg級 １名 3回戦進出 ベスト32 国民大会卓球競技予選
１名 2回戦進出 水野健太郎 5回戦勝ち抜き ベスト24 県大会出場

81Kg級 １名 1回戦敗退 国民大会卓球競技愛知県一次予選会
90kg級 １名 1回戦敗退 水野健太郎 1回戦敗退

団体戦 愛知県高等学校卓球リーグ
1回戦 対　海陽高校　4勝1敗　勝 団体戦
2回戦 対　享栄高校　4勝1敗　勝 予選リーグ 1回戦 対　江南高校　3-2 勝
3回戦 対　桜丘高校　1勝4敗　敗 ベスト12 2回戦 対　稲沢東高校　3-0　 勝

ブラスバンド 2019年度愛知県吹奏楽コンクール東尾張地区大会 決勝トーナメント1回戦 対　丹羽高校　3-0 勝
銀賞 2回戦 対　美和高校　2-3 敗

バトン 2019年マーチングバンド・バトントワリング愛知県大会 3位決定戦 対　津島北高校　1-3 敗 第3位
金賞　 (女） 総合体育大会卓球競技尾張支部予選会

剣道 (男) 金鯱旗争奪高等学校剣道大会 団体戦
1回戦　対　東海南高校　0-3　敗　　 1回戦　対　愛知啓成高校　2-3　敗

総合体育大会剣道競技尾張支部予選会 個人戦
団体戦 1回戦　対　岩倉総合高校　4-1　　勝 シングルス　１名　4回戦進出 県大会出場

2回戦　対　江南高校　2-2　(本数)勝 ダブルス　１ペア　4回戦進出 県大会出場
3回戦　対　愛知黎明高校　3-1　　敗 総合体育大会卓球競技愛知県予選会

個人戦 ３名　　2回戦進出 個人戦
全尾張地区夏季剣道大会 シングルス　　　　1回戦敗退
・団体戦 ダブルス　　　　　1回戦敗退

1回戦 対　佐織工業高校 5-0 勝 令和元年度国民体育大会卓球競技愛知県予選会個人戦
2回戦 対　栄徳高校 2-0 勝 シングルス ２名 1回戦敗退
3回戦 対　春日丘高校 2-0 勝
4回戦 対　清林館高校 2-0 勝
準々決勝 西春高校 0-4 敗 第3位
優秀選手(5人抜き)

2019(令和元)年度　　新川高校部活動公式試合成績（１）　　　　総合体育大会男子総合５位（尾張）
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