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PTA研修視察を終えて

10月25日にPTA研修視察に参加する機会をいただき、名城
大学天白キャンパスの見学をさせていただきました。ここ数年
はコロナ感染症対策のため、PTA研修視察は中止されていま
したが、今年度この企画に参加させていただいたことは本当に
幸いでした。

大学へ到着すると、担当の大学生の皆さんが出迎えてくださ
り、始めに広報課の方から大学紹介をしていただきました。名
城大学は10学部を有する総合大学で、理工学部など6学部がこ
の天白キャンパスにあるそうです。

広報課の方の説明を受けた後、3名の学生さんの誘導で、大
学の図書館、学食、就職課等、学内の様子を紹介していただき
ました。タワー75と呼ばれる高さ75メートルのランドマーク
がそびえたち、とても近代的でした。その中にはエレベーター、
エスカレーターもあったことにはとても驚きました。特に興味
深かったことは、3Dプリンターが数台設置されていることで
した。稼働中のものは少しずつ何かを設計している最中でした。

名城大学はノーベル賞受賞者を輩出していることでも有名で
す。学内にはそれを記念して、彼らの功績を称えるコーナーも
ありました。

また、陸上部は、女子の駅伝で史上初の6連覇を成し遂げて
おり、その時の写真や盾などが展示してありました。

移動時に、学内には多くの学生が行き交う中でしたので、私
たちも大学生時代に帰ったかのような印象がありました。担当
の学生さんに質問すると、その1つ1つに丁寧に答えていただ
いたので、大学の様子がよく理解できました。紹介してくださっ
た学生さんは名城大学に入学できてとても良かったと話してみ
えました。是非、成章高校の生徒も大学調べをしっかり行い、
希望する大学に合格できるよう最後まで頑張ってほしいと思い
ます。

私たち保護者の世代になると、大学構内に足を踏み入れる機
会はほとんどありません。今回この企画に参加させていただき、
新たな発見もありましたので、来年度以降も是非この企画を継
続していただければと思います。
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昨年度から進めてまいりました、愛知県立成章高等学校創立120周年記念事業につきまして、地域のみなさま、
同窓会関係のみなさま、教職員のみなさま、ＰＴＡ関係のみなさまのご協力をもちまして、滞りなく終了することができ
ました。ありがとうございました。

記念事業の具体的な内容は、同窓会（成章会）のホームページの特設ページ（https://www.seisho-kai.
org/120th）に掲載されています。また、実行委員長さんと校長先生のお礼の言葉もここにあります。ご覧ください。

令和4年10月7日（金）に、第6回実行委員会を開催し、次のような決算報告並びに監査報告が可決され、こ
れをもちまして記念事業がすべて終了しました。

創立120周年記念事業が滞りなく終了しました

愛知県立成章高等学校創立120周年記念事業特定寄付お
よび一般寄付の会計監査にあたり、関係書類、関係帳簿、
関係証票等を慎重に審査した結果、いずれも正確かつ適正
に処理されていたことを認めます。

令和4年10月7日
愛知県立成章高校学校創立120周年記念事業実行委員会

　　　　　　監事　寺田ゆう子（自筆署名）
　　　　　　監事　久保　明美（自筆署名）
　　　　　　監事　大澤　恭世（自筆署名）

一般寄付決算書
収入済額 13,284,000円 寄付者数 847名
支出済額 13,284,000円
差引残額 0円

支　出　項　目 当初予算額 流用額 予算現額 支出済額 残額

１ 記念公演費・
記念事業費 2,600,000 2,600,000 1,622,719 977,281

ア 式典事業費 650,000 650,000 641,457 8,543

イ 広報費 600,000 600,000 99,106 500,894

ウ 記念品料 1,300,000 1,300,000 835,716 464,284

エ その他の経費 50,000 50,000 46,440 3,560

２ 記念リーフレット
発行経費 470,000 470,000 447,700 2,300

ア 記念リーフレット
印刷代 370,000 370,000 369,600 400

イ 資料作成費 100,000 100,000 78,100 21,900

ウ その他の経費 0 0 0 0

３ 国際交流基金 1,500,000 1,500,000 4,093,513 -2,593,513

４ 記念植樹・
説明板 1,397,000 1,397,000 1,397,000 0

ア オオタザクラ
移植経費 1,045,000 1,045,000 1,045,000 0

イ 説明板設置費 352,000 352,000 352,000 0

５ 太田洋愛ボタニカル
アートの啓発活動 1,000,000 1,000,000 923,846 76,154

６ 募金に関する経費 4,800,000 4,800,000 4,599,765 200,235

ア 趣意書印刷代 450,000 450,000 446,490 3,510

イ 趣意書送付代 3,500,000 3,500,000 3,380,456 119,544

ウ 振込手数料 200,000 200,000 168,596 31,404

エ 広報費 550,000 550,000 541,423 8,577

オ 領収書送付料 0 0 0 0

カ その他の経費 100,000 100,000 62,800 37,200

７ 事務費等諸経費
（予備費含む） 233,000 233,000 199,457 33,543

ア 会議費・通信費 120,000 3,000 123,000 122,940 60

イ 消耗品費 50,000 50,000 45,768 4,232

ウ 旅費 50,000 50,000 28,824 21,176

エ 予備費 13,000 -3,000 10,000 1,925 8,075

合　　　　計 12,000,000 0 12,000,000 13,284,000 -1,284,000

特定寄付決算書
収入済額 15,000,000円 寄付者数 295名
支出済額 15,000,000円
差引残額 0円

支　出　項　目 当初予算額 流用額 予算現額 支出済額 残額

1 緞帳の整備 3,549,480 3,549,480 3,549,480 0

2 体育館防球
ネット改修 891,000 891,000 891,000 0

3 体育館放送
設備の更新 3,939,430 53,630 3,993,060 3,993,060 0

4 部活動の援助
事業 6,438,240 6,438,240 6,438,240 0

ア 野球部練習場
テントシート更新 5,170,000 5,170,000 5,170,000 0

同上　ネット
解体復旧工事費 548,240 548,240 548,240 0

イ バレーボール
支柱 720,000 720,000 720,000 0

5 募金に関する
経費 176,850 -50,595 126,255 126,255 0

ア 振込手数料 100,000 -26,083 73,917 73,917 0

イ 領収書送付
料及び諸経費 76,850 -24,512 52,338 52,338 0

6 事務費等諸経費
（予備費含む） 5,000 -3,035 1,965 1,965 0

ア 消耗品費 0 0 0 0 0

イ 予備費 5,000 -3,035 1,965 1,965 0

合　　　　計 15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0
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生徒会副会長　大 河 礼 奈
9月9・10日に第29回成章祭が行われました。こ
の2日間は生徒一人ひとりにとって忘れられない素
敵な思い出になりました。今年は限定公開となり
ましたが、3年ぶりに外部からお客様をお招きする
ことができ、とてもうれしい反面、私たちにとっ
ても初めてのことも多く不安な気持ちもありまし
た。休みが明けた9月から企画を盛り上げるために
全クラスが本格的に準備を進めていました。成章
祭の前日には廊下を歩くと、それぞれのクラスが
企画に見合ったデザインを教室に施していたのを
今でも鮮明に覚えています。
9月9日、生徒会執行部による成章太鼓のパフォ
ーマンス・映像・ダンスによるオープニングから2
日間に渡る成章祭がスタートし、会場は高揚感に
包まれました。そしてお客様を招いた10日には、
各クラスや部活動での企画、有志発表のおかげで
成章生はもちろんですが、保護者や中学生の皆さ
んの笑顔をたくさん見ることができました。先生
方、生徒会役
員、全校生徒
の皆さんの協
力のおかで、
充実した成章
祭を作り上げ
る こ と が で
き、感謝して
います。

成章祭

11月18日（金）にミュージカルパフォーマンス演
劇「星の王子様」を鑑賞しました。現代版にリメイ
クした新しい形の舞台演劇で、劇団四季出身のミュ
ージカル役者も出演した迫力のある歌やステージ
は圧巻でした。ストーリーの間にLEDのライトを
使用した光のジャグリングショーは素敵でした。「星
の王子様」のストーリーで伝える「生きてゆく中で
大切なことは目には見えない」というラストシーン
はきっと生徒の胸にもメッセージが伝わったよう
に思います。プロの演技を近い距離で見るまたとな
い機会となりました。

芸術鑑賞会令和4年度後期生徒会役員
会 長 2年3組 川原	夢翔

副会長 2年2組 松井	仁志

書 記 2年5組 小久保	香里

書 記 2年3組 佐藤	由唯

会 計 2年2組 栁川	菜々美

会 計 2年3組 福井	楓花

議 長 2年1組 伊藤	大貴

副議長 2年5組 䦰目	莉子

文化委員長 2年3組 小久保	敬太

文化副委員長 2年5組 河合	華琉	

厚生委員長 2年2組 伊藤	咲良

厚生副委員長 2年1組 河合	理沙

運動委員長 2年3組 溝下	和紗

運動副委員長 2年2組 堀	司

集会委員長 2年1組 中村	ほのは

集会副委員長 2年3組 仲井	唯乃
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ソフトテニス部
〈男子〉
•	 国民体育大会ソフトテニス競技少年の部東三河予選会（7/2）
　男子個人　第9位　宮崎佳樹･鈴木康介	 【県大会進出】
•	 全三河高等学校ソフトテニス競技東三河予選会（7/3，9）
	 男子団体　第5位	 【本選進出】
	 1次リーグ	 成章0－3作手　　　成章2－1御津　　　成章3－0福江
	 	 	 成章1－2国府
	 2次リーグ	 成章2－1豊丘　　　成章0－3新城有教館　
　3次リーグ	 成章2－1豊橋中央　成章3－0蒲郡東
•	 令和4年度国民体育大会ソフトテニス競技少年の部（7/22）
	 男子個人　出場　宮崎佳樹･鈴木康介　1回戦　0－4　高蔵寺高校
•	 第1回愛知県高等学校商業科体育大会ソフトテニス競技（7/29，30）
	 男子団体戦　Aチーム　2位
	 予選リーグ　成章3－0連合B　成章3－0半田商業B　成章3－0杏和B
	 決勝トーナメント
	 1回戦　成章2－0木曽川　準決勝　成章2－1松平
　決勝　成章1－2津島北
	 Bチーム　予選敗退
	 予選リーグ　成章3－0連合　成章0－3松平B　成章0－3津島北A
	 Cチーム　予選敗退
	 予選リーグ　成章0－3碧南A　成章0－3豊橋商業A
	 男子個人戦　第2位　宮崎佳樹･鈴木康介　第3位　河合皓哉･齋竹和歩
•	令和4年度新人体育大会ソフトテニス競技東三河予選（9/10，11,17）
	 男子個人　第5位　河合皓哉･齋竹和歩	 【県大会進出】
	 　　　　　第9位　宮崎佳樹･鈴木康介	 【県大会進出】
	 男子団体第3位	 【県大会進出】
	 予選リーグ	 成章3－0豊橋商業　成章3－0豊橋西
	 　　	 成章2－1渥美農業　成章2－1豊橋東
	 決勝リーグ	 成章2－1豊川工科　成章0－3豊川　　成章3－0蒲郡東
	 	 成章1－2有教館　　成章2－1国府　　成章2－1豊橋中央
•	 令和4年度愛知県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技（10/22，29）
	 男子団体　出場　1回戦　成章1－2一宮西
	 男子個人　出場　宮崎佳樹･鈴木康介
	 　　　　　　　　1回戦4－3日進西　2回戦2－4岡崎城西
	 　　　　　　　　河合皓哉･齋竹和歩　1回戦1－4高蔵寺
•	 令和4年度東三河高等学校ソフトテニス競技学年別大会（11/6）
	 男子1年　ベスト16　内田好誠･秋本陽太
　　　2年　ベスト16　宮崎佳樹･朝倉啓太
〈女子〉
•	 令和4年度国民体育大会ソフトテニス競技少年の部東三河予選会（7/2）
　鈴木･小木曽ペア　第11位	 【県大会進出】
　伊藤･岩本ペア　ベスト16　菰田･宮田ペア　ベスト16　水野･霜山ペア　
ベスト64
　山本（他校の生徒とのペア）　ベスト64
•	 令和4年度全三河高等学校ソフトテニス競技東三河予選会（7/3･9）
	 一次リーグ
	 成章	③－0	新城有教館　成章	③－0	御津　成章	③－0	藤ノ花　女子	一次
リーグ1位通過
	 二次リーグ
　成章	③－0	豊丘　成章	0－③	豊川　二次リーグ2位通過
	 三次リーグ
　成章	0－③	豊橋中央　成章	②－1	豊橋東
	 	 総合3位（全三河本戦進出したが、雨天により本戦中止）
•	 令和4年度国民体育大会ソフトテニス競技少年の部（7/21）
　鈴木･小木曽　④－3	 津島北
　　　　　　　　不戦勝	 岡崎城西
　　　　　　　　0－④	 豊田大谷　　結果ベスト32
•	 令和4年度愛知県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技東三河予選会
　女子個人（9/10）
　　菰田･宮田　　ベスト8	 【県大会進出】
　　鈴木･小木曽　ベスト11	 【県大会進出】
　　伊藤･岩本　　ベスト16
　　水野･霜山　　ベスト32
　女子団体（9/17･25）
　　予選リーグ	 成章	③	－	0	 藤ノ花女子　成章	③－0	御津
　	 成章	②	－	1	 豊丘
　　決勝リーグ	 成章	②	－	1	 時習館　　　成章0－③豊川
	 	 成章	③	－	0		国府　　　　成章1－②豊橋中央
	 	 成章	②	－	1	 新城有教館
	 	 成章		1	－	②	豊橋東　総合4位	 【県大会進出】
•	 令和4年度愛知県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技
　女子個人（10/22）　菰田･宮田3－④岡崎商業
　　　　　　　　　　鈴木･小木曽3－④大府
　女子団体（10/29）　成章1－②大府
•	 令和4年度東三河高等学校ソフトテニス競技学年別大会（11/6）
　1年生　鈴木･水野　3位　　菰田･霜山　3位
　2年生　伊藤･岩本　5位　　宮田･小木曽　5位

ソフトボール部
•	 令和4年度愛知県高等学校ソフトボール選手権大会

（7/10～豊川曙グラウンド）
　2回戦　成章	5－12	岡崎北
•	 第55回全三河ソフトボール選手権大会　（7/30～　豊田東高校ほか）
	 ベスト8	 2回戦　成章	8－4	安城南　3回戦　成章	9－2	豊田東
	 	 4回戦　成章	2－5	光ヶ丘女子
•	第48回豊橋市長杯争奪ソフトボール大会　（8/19　石巻運動広場）
	 1回戦	 成章	1－4	豊丘
•	令和4年度愛知県高等学校新人体育大会ソフトボール競技東三河予選
	 （9/10～浜町グラウンドほか）
	 優勝
　予選リーグ　成章12－4時習館･豊橋東･豊橋中央
	 　　　　　　成章7－0国府･小坂井　　成章6－5豊丘
	 　　　　　　成章8－5豊川
	 決勝トーナメント　決勝　成章	5－1	豊川
•	 令和4年度愛知県高等学校新人体育大会ソフトボール競技大会

（10/30～岩倉総合高校ほか）
	 第3位	 2回戦　	成章	8－1	桜台　　3回戦　成章	5－2	東海樟風
	 	 準決勝　成章	1－4	修文学院

バスケットボール部
•	 第75回全国高等学校バスケットボール選手権大会愛知県大会
	 9月23日㈮　蒲郡高等学校	103－84	成章高等学校

バドミントン部
〈男子〉
•	 令和4年度　第31回　東三河バドミントン選手権大会　高校生の部
　◆ダブルス　8月18日（木）
　　ベスト8　山田俊･加藤組、中村･金澤組　　ベスト16　河野･山田組
　　2回戦　岩森･斉藤礼組　　出場　森下･松井組、大森･太田組
　◆シングルス　8月19日㈮、20日㈯
　　ベスト16　山田俊輔、加藤優汰
	 　5回戦　金澤楓真、齋藤琳太朗、山本柚葵
　　4回戦　河野凌成、中村賢伍、山田稀大、大森健伸
	 　3回戦　山中太陽、斉藤礼武
　　2回戦　森下広大、太田真洋、小野暉明、
•	令和4年度　愛知県高等学校新人体育大会　三河支部予選
　◆団体戦　9月10日㈯　〔山田俊･加藤･中村･金澤･河野･山田稀･齋藤〕
　　2回戦　本校	2－3	時習館　　1回戦　本校	3－0	豊川工科
　◆ダブルス　9月11日㈰、17日㈯
　　ベスト16　山田俊･加藤組　	 【県大会出場】
　　4回戦　中村･金澤組、河野･山田組、齋藤･鈴木組、渡邉･杉原組、
	 　　　　		伊藤･山本組
　　3回戦　岩森･斉藤組、高橋･小野組
	 　2回戦　森下･松井組　　出場　太田･大森組
　◆シングルス　9月19日（月）、23日㈮
　　5回戦　山田俊輔、加藤優汰、山田稀大、齋藤琳太朗
　　4回戦　中村賢伍、河野凌成、白井明聖、伊藤葉祐、渡邉志音
　　3回戦　山本柚葵
　　2回戦　金澤楓真、鈴木悠平、山中太陽、杉原明成、岩森大翔、斉藤礼武
•	 令和4年度　愛知県高等学校新人体育大会
　◆ダブルス　10月23日㈰　2回戦　山田俊･加藤組
〈女子〉
•	 令和4年度	第31回	東三河バドミントン選手権大会　高校生の部
　◆ダブルス　8月18日（木）
	 　第3位　渡邉杏和･河合華琉　　　　4回戦　巻口･加藤
　　3回戦　山本･鈴木真、大河･福田　　1回戦　小川･黒田、鈴木ル･井下
　◆シングルス　8月19日㈮、20日㈯
	 　ベスト8　		渡邉杏和、河合華琉
	 　ベスト16　山本凜夢
	 　4回戦　巻口陽菜
	 　3回戦　加藤志帆、鈴木真歩、小川真央、黒田優空、小林実由
	 　2回戦　井下愛良、大河陽菜、福田梨桜、立石姫梨
	 　1回戦　鈴木ルナ、豊田葵結
•	令和4年度　愛知県高等学校新人体育大会　三河支部予選会
　◆団体戦　9月10日㈯　〔河合･渡邉杏･巻口･鈴木真･加藤･鈴木ル･井下〕
　　第3位	【県大会出場】
　　3位決定	本校	3－1	安城学園　準決勝	本校	0－3	岡崎城西
	 　3回戦	本校	3－2	刈谷
　　2回戦	本校	3－0	豊田　1回戦	本校	3－0	安城南
　◆ダブルス　9月18日㈰、19日（月）
	 　県大会出場　渡邉杏和･河合華琉
	 　準々決勝　　渡邉杏和･河合華琉（ベスト8）
　　5回戦　巻口陽菜･加藤志帆
　　3回戦　鈴木夢来･小林実由、大河陽菜･福田梨桜、小川真央･鈴木ルナ
　　2回戦　井下愛良･黒田優空　　1回戦　立石姫梨･豊田葵結

部活動結果（7月～11月）

••••••••••••••　令和4年度2学期部活動結果報告　••••••••••••••
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　◆シングルス　9月19日（月）、23日㈮
	 　県大会出場　渡邉　杏和　，河合　華琉
	 　6回戦　渡邉杏和、河合華琉（ベスト16）　5回戦　巻口陽菜
　　3回戦　鈴木真歩、鈴木ルナ、小川真央
　　2回戦　井下愛良、鈴木夢来、大河陽菜、立石姫梨
　　1回戦　加藤志帆、黒田優空、小林実由、福田梨桜、豊田葵結
•	 令和4年度　愛知県高等学校新人体育大会
　◆団体戦　10月22日㈯	　〔河合･渡邉杏･巻口･鈴木真･加藤･鈴木ル･井下〕
　　本校	1－3	中部大春日
　◆ダブルス　10月23日㈰
　　河合華琉･渡邉杏和
　　1回戦	2－0	中部大春日　2回戦	2－0	阿久比　3回戦	0－2	名経大市邨
　ベスト16
　◆シングルス　10月30日㈰
　　河合華琉　1回戦	0－2	名経大市邨
　　渡邉杏和　1回戦	2－0	修文学院　　2回戦	0－2	名経大市邨

バレーボール部
〈男子〉
•	令和4年度愛知県高等学校バレーボール選手権大会東三河支部予選会
（7/16）
　1回戦　成章　15－25　25－17　7－15　豊川工科
•	令和4年度第75回全日本バレーボール高等学校選手権大会東三河支部予選会
（9/23）
　1回戦　成章　17－25　17－25　渥美農業
〈女子〉
•	令和4年度　愛知県高等学校バレーボール選手権大会東三河支部予選会
　7月16日㈯
　1回戦　成章25－18　25－12蒲郡　　2回戦　成章11－25　16－25豊丘
•	令和4年度　第75回全日本バレーボール高等学校選手権大会東三河支部
予選会
　9月23日㈮
	 1回戦　成章25－16　25－17豊橋東
	 2回戦　成章20－25　19－25豊橋商業

弓道部
•	令和4年度東三河支部弓道選手権大会　8月27日㈯豊川市武道館弓道場
	 男子団体2位　（石川陸空･柴田浬李･杉原蒼惟）
	 女子団体2位　（眞木花倫･藤井里帆･前澤佳奈）
	 男子個人5位　　石川陸空　　女子個人2位　　三浦結那
•	令和4年度愛知県高等学校選抜弓道大会東三河予選会　10月22日㈯豊川
市武道館弓道場
　女子個人　優勝　中津川さくら　木村朱花　恒吉唯衣　小田ひなた
	 	 （基準を満たし）【県大会出場】
　　尾澤朋佳　林愛香	 （基準を満たし）【県大会出場】
　女子団体　優勝　	 （基準を満たし）【県大会出場】
•	 令和4年度愛知県高等学校弓道大会　県一次予選
	 日本ガイシスポーツプラザ弓道場
　女子個人
	 小田ひなた　8射5中（競射の結果、基準を満たし最終選考会に進出）
　中津川さくら　木村朱花　恒吉唯衣　尾澤朋佳　林愛香　一次予選敗退
　女子団体　36射18中　　一次予選敗退
　（河邉愛佳　木村朱花　林愛香）
•	令和4年度愛知県高等学校弓道大会　県最終予選
	 日本ガイシスポーツプラザ弓道場
　女子個人　小田ひなた　出場

剣道部
•	令和4年度東三河剣道大会（豊川大会）
　9/18㈰　豊川市武道館
　男子団体　初戦敗退
•	田原市スポーツフェスティバル2022剣道大会
　10/16㈰　田原市総合体育館
　一般女子の部（個人）　河合　美月　　第3位
　一般男子の部（団体）　予選リーグ第3位

卓球部
•	 令和4年度国民体育大会卓球競技愛知県予選会
　〈男子〉7月2日㈯シングルス
　　ベスト32　小久保駿介　　2回戦敗退　堀部陽輝　大滝諒久
	 　1回戦敗退　及川祥矢
•	第74回中部日本卓球選手権大会
　〈男子〉7月16日㈯　及川祥矢　初戦敗退
•	令和4年度東三河地区高等学校卓球選手権大会
	 8月2日（火）男子シングルス
　　ベスト8　大滝諒久　　ベスト32　及川祥矢，小林璃空，寺田悠人　
　8月4日（木）男子学校対抗2部
　　1回戦成章3－0豊橋東　2回戦成章3－0新城有教館
	 　準決勝成章3－0時習館
　　決勝成章1－3豊川　　準優勝
　8月5日㈮男子学校対抗1部
　　2回戦成章3－0福江　3回戦成章3－2新城有教館
	 　4回戦成章0－3豊川　第3位

　女子学校対抗1部　1回戦成章2－3豊橋商業　初戦敗退
•	令和4年度第62回東海卓球選手権大会愛知県予選会
　〈男子〉9月10日㈯　大滝諒久　ベスト64	 【東海出場】
•	令和4年度愛知県高等学校新人体育大会卓球競技東三河支部予選会
　〈男子〉10月29日㈯学校対抗
　　2回戦成章3－0豊橋工科　3回戦成章1－3渥美農業　
　　順位決定戦　1回戦成章3－2新城有教館　2回戦成章3－1豊丘	 第5位
　〈女子〉10月29日㈯学校対抗
　　2回戦　成章3－1三谷水産　3回戦成章1－3渥美農業
　　順位決定戦　1回戦成章3－0豊橋西　2回戦成章1－3蒲郡　第6位
•	 令和4年度全国高等学校選抜卓球大会愛知県予選会
	 第62回東海卓球選手権大会
　〈男子〉11月4日㈮　　大滝諒久　初戦敗退

野球部
•	 第104回全国高等学校野球選手権愛知大会
　7/13　	4	成章－名市工	3　　7/17　	2	成章－愛知啓成	6
•	秋季東三河地区1次リーグ
　8/11　13	成章－蒲郡	3（7回コールド）	　　8/14　	3	成章－豊川工	2
　8/15　	5	成章－豊橋商	1	　　8/17　12	成章－有教館	3　（7回コールド）
•	秋季東三河地区2次トーナメント
　8/22　3	成章－豊橋中央	10
•	第75回愛知県高等学校野球選手権大会
　9/10　2	成章－中部大第一	11
•	第147回中日旗争奪全三河高校野球大会
　10/16　1	成章－人環大岡崎	8	（7回コールド）

陸上部
•	東三河高校1年生陸上競技大会兼東三河ジュニア記録会　7/18（豊川市陸
上競技場）
　男子1年生　走幅跳	2位	田中大雅　　女子1年生	800m	2位	八子夏希
•	新人体育大会東三河予選会　9/3,4（豊橋市陸上競技場）
　男子　3000mSC	4位	川原夢翔　走幅跳	1位田中大雅
	 三段跳	6位	田中大雅　砲丸投	4位	宮本　凌　やり投	2位	宮本　凌
　女子	円盤投	2位	伊藤実里　やり投	1位	伊藤実里　以上県新人出場
　男子	フィールドの部4位　女子	フィールドの部4位
•	 愛知県高等学校新人体育大会陸上競技大会	9/24,25（岡崎市龍北スタジアム）
　男子　走幅跳	8位	田中大雅
	 　　　やり投	5位	宮本　凌	 【東海新人出場】
　女子　やり投	7位	伊藤実里
	 　　　他選手敗退
•	東海高等学校新人体育大会陸上競技大会	10/29	

（岐阜メモリアルセンター長良川競技場）
　男子　やり投	20位	宮本　凌
•	愛知県高等学校駅伝競走大会	11/6（一宮市木曾三川公園駅伝コース）
　男子	20位
　　1区	鈴木陽登　2区	川原夢翔　3区	竹田一暁　4区	鈴木皓登
	 　5区	小久保蒼大　6区	金　稜星　7区	成瀬楓真
　女子	30位
　　1区	八子夏希　2区	仲井千尋　3区	西尾穂乃花　4区	髙橋柚那
	 　5区	藤城にこ

演劇部
•	令和4年度中部日本高校演劇愛知県大会東三河地区の部　7月24日
　優秀賞（とよはし芸術劇場ＰＬＡＴ）
•	 第75回中部日本高等学校演劇愛知県大会　8月8日
　奨励賞（半田市福祉文化会館）

写真部
•	のんほいフォトアワード2022	令和4年11月4日
　特別賞　　　　　　　「蒼穹での語らい」　2年	早川仁菜
　バードエリア賞　　　「愛愛しい」　　　　2年	浅田夕喜恵
　アフリカ東エリア賞　「じゃれあい」　　　1年	髙瀬凜香
　モンキーエリア賞　　「手を伸ばして」　　1年	森下小夏

吹奏楽部
•	愛知県吹奏楽コンクール東三河地区大会（豊川市文化会館）7月23日㈯
　金賞
•	 中部日本吹奏楽コンクール愛知県大会	高等学校小編成の部（

刈谷市総合文化センター）7月29日㈮
　金賞
•	愛知県吹奏楽コンクール高等学校の部	県大会

（豊田市民文化会館）8月2日（火）
　銀賞

文芸部
•	 第46回全国高等学校総合文化祭東京大会
　文芸部門詩部門愛知県代表	3年	谷口萌　8/2～4
•	 令和4年度愛知県高等学校文化連盟文芸専門部作品コンクール
	 令和4年11月
　詩部門	第三席	2年	荒木巴那
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第25回東海高等学校新人陸上競技選手権大会	 陸上部顧問　木 藤 裕 史
令和4年9月下旬に行われた新人戦の県大会で、2年の宮本凌はヤリ投で自己記録を更新する47ｍ85を投げ、5位に入賞し

東海新人大会への切符を手にしました。
続く10月下旬、岐阜で開催された東海新人大会では50ｍを目標に望みましたが、44ｍ01の20位で悔しい結果となりました。

大舞台での雰囲気、いつもと違う緊張感などからリズムが崩れてしまいました。十分な力を発揮できませんでしたが、悔し
さや力の違い、大舞台で足りなかったものなど多くのことを学んだその経験は今後の成長に向けて大きな収穫となりました。

 東海新人大会では、自己記録更新とはなりませんでしたが、ヤリ投の力は着実に上がってきています。その大きな要因は、
彼の良い所でもある素直で真面目に取り組む態度と向上心であります。1年生の頃は記録が30ｍ前後
でしたが、一冬超え力がつき、2年生4月の東三大会では40ｍに後1㎝と迫る39ｍ99を投げ、自己記
録を大きく更新しました。これをきっかけに、東海大会出場への気持ちが強くなり、自宅でも動き作
りや補強運動など、勉強で言えば予習・復習なることが1年生の頃より多くなりました。言われてか
らする練習ではなく、自らスイッチを入れ考えて練習することが多くなったと思います。そして、7
月には45ｍを投げ、9月下旬の新人戦の結果に繋がったと思います。

来年度の全国総体は北海道で開催されます。東海を勝ち抜き、全国へ駒を進めるためには、少な
くとも55ｍを超える安定した力が必要となってきます。その力をつけるためにも今回の悔しさをバ
ネに、来年度に向けて大きく成長する取り組みを期待します。

第62回東海卓球選手権大会　ジュニア男子の部　出場	 卓球部顧問　鵜 飼 樹 人
9月10日に常滑市体育館で行われた東海大会の愛知県予選で、2年生の大滝諒久がジュニア男子の部で東海大会出場を決め

ました。
大滝は3か月前に行われた中部日本大会の愛知県予選であと一歩というところで力及ばず本戦出場が叶いませんでした。

その大会では、毎日部活で切磋琢磨している同じ2年生の及川祥矢が見事、本戦出場を決めたこともあり、とても悔しい想い
をしたと思います。しかし、大滝は挫けることなく、人一倍卓球と向き合いました。一つ一つの技術を磨くことはもちろん、
新しい技術を身につけるためにプロの動画を見たり、先輩に教えを乞うたりして地道に努力を重ねました。そんな姿を見る
につれ、東海卓球選手権大会ではよい結果を残してくれるのではないかと期待を抱かせてもくれました。そして、本番の愛
知県予選当日は、顧問の心配も必要のないほどの安定した試合展開ですべての試合を戦い、見事に本戦出場を果たすことが
できました。努力をする姿を見てきただけにしっかりと結果につなげることができたことをとても誇
らしく思いました。

11月5日に岐阜メモリアルセンターで行われた第62回東海卓球選手権大会では、初めての本戦出
場ということもあり、大きな大会の空気にのまれ、大滝の良い部分をうまく出すことができず、初戦
敗退という結果に終わってしまいました。しかしながら、東海大会という大舞台で試合をするという
ことは、大滝にとって大きな経験になったと思います。この経験をこれからの練習に活かし、さらな
る成長を遂げてほしいと思います。そして、これからはチームを引っ張っていけるような存在になっ
てくれることを大いに期待しています。

全国高等学校総合文化祭東京大会	 文芸部顧問　大 澤 恭 世
文芸部は全学年合わせて十人程度という少ない部員数の中で、毎日黙々と創作活動に励んでいます。互いに切磋琢磨し、

よりよい作品を書こうと勉強会・批評会なども行っています。その中で、昨年度の愛知県高文連文芸専門部の県作品コンク
ールの詩部門において、谷口萌さんの詩「また明日」が第一席に入賞することができ、谷口さんは詩部門の愛知県代表生徒
として、今年度の「全国高等学校総合文化祭東京大会文芸部門（詩部門）」に参加しました。この詩は、当初小説で書こうと
してものを詩に変更して出来上がった作品でした。高校生活の何気ない日々を言葉に紡いだ秀逸な作品です。東京大会は八
月二日から四日までの三日間、東京で行われました。文学研修、部門別交流会・分科会、講演会、といった例年に倣った日
程の中で、開催地東京ならではの工夫がなされ、また全国の高校生たちとの交流を通し、実に濃い三日間を過ごすことがで
きたようです。

一日目は文学研修で、立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センターと豊島区立トキワ荘マンガミュージアムを訪れまし
た。二日目は部門別交流会・分科会が行われ、全国の詩作する高校生と交流をしました。また講師の
高柳誠氏による「詩とは何か」という講演を聞きました。その後講演の内容を踏まえ、事前に提出し
た詩の講評をいただきました。三日目は全体会で、小説家の谷村志穂氏による「真っ白な原稿用紙の
前で」という講演が行われました。著名な小説家の生の講演を聞くことができるのも、高校生にとっ
ては大きな魅力だったと思います。

総文祭に参加して学んだことを、谷口さん自身の今後の詩作に是非活かしてほしいと思います。
同時に後輩の部員たちにもしっかりと伝えてもらい、刺激になればと期待しています。

大　会　報　告


