
平成29年度　今後の大会日程(2017/07/04現在）

硬式野球部
日付 大会名 会場 結果
2017/7/1 第９９回全国高校野球選手権愛知大会 パロマ瑞穂野球場 足助　０－２７　名市工業

秋季西三河高校野球

男子バレーボール部
日付 大会名 会場 結果

大会不参加

女子バレーボール部
日付 大会名 会場 結果

2017/4/15 豊田市民総合体育大会バレーボール競技 スカイホール豊田
１回戦敗退（1-2 vs豊田Ｂ）
敗者戦（2-0 vs南山国際）

2017/4/29 全国高校総合体育大会西三河支部予選会　１日目 高浜高校（9:15開会式　9:50頃試合開始） １回戦敗退（0-2 vs安城東）
2017/4/30 全国高校総合体育大会西三河支部予選会　２日目 安城市体育館
2017/7/16 愛知県高等学校選手権大会　１日目 不参加
2017/7/17 愛知県高等学校選手権大会　２日目 不参加
2017/8/26 下村杯1日目 安城高校 １回戦敗退（0-2 vs碧南）
2017/8/27 下村杯2日目
2017/9/30 全日本選手権　西三河支部予選　1日目
2017/10/1 全日本選手権　西三河支部予選　２日目
2017/12/9 1年生大会
2017/12/23 西三河選手権　１日目
2017/12/24 西三河選手権　２日目
2018/1/13 新人戦　1日目
2018/1/14 新人戦　2日目

サッカー部
日付 大会名 会場 結果
2017/4/23 高校総体　１回戦　vs加茂丘　12:00kick off 愛知教育大学附属高等学校 予選敗退（足助　０－２　加茂丘）
2017/4/29 高校総体　２回戦　vs衣台、幸田、or一色　12:00kick off 県立刈谷北高等学校
2017/7/22 支部大会　Ａリーグ　vs安城学園 11:30 kick off、vs岡崎 16:00 kick off 県立三好高等学校
2017/7/23 支部大会　Ａリーグ　vs三好 10:00 kick off、vs岡崎北 13:00 kick off 県立三好高等学校
2017/8/18 選手権　１回戦　vs碧南 10:00 kick off 本校 予選敗退　（足助　１－２　碧南）
2017/8/20 選手権　２回戦　vs刈谷工業　10:00 kick off 県立刈谷工業高等学校
2017/8/21 選手権　３回戦　vs豊田大谷or岡崎北　12:00 kick off トヨタスポーツセンター
2017/10/29 市内大会　Ｂリーグ　vs三好 9:30 kick off 県立三好高等学校
2017/11/5 市内大会　Ｂリーグ　vs豊田工業 9:30 kick off 本校
2017/11/12 市内大会　Ｂリーグ　vs豊野 12:30 kick off 県立三好高等学校

男子バスケットボール部
日付 大会名 会場 結果
2017/4/22 高校総体　西三河支部予選会　１日目　vs豊野　11:40～　vs三好15:40～県立豊野高等学校 予選敗退（足助　５７－６１　豊野）
2017/4/23 高校総体　西三河支部予選会　２日目 愛産大三河高等学校
2017/8/5 西三河支部バスケットボール競技夏季選手権大会　１日目vs豊野or安城 14:20～ 県立安城高校 予選敗退（足助　４８－８９　安城）
2017/8/6 西三河支部バスケットボール競技夏季選手権大会　２日目

予選敗退（足助　０－３　安学、足助　０－２　岡
崎、足助　０－４　三好、足助　０－２　岡北）



2017/8/8 西三河支部バスケットボール競技夏季選手権大会　３日目
2017/7/22 豊田市民総合体育大会バレーボール競技 1日目　vs科技高豊田 県立豊田西高校 予選敗退（足助　３５－９９　科技高豊田）

全国高校選抜優勝大会愛知県大会(ALL AICHI 2017)
愛知県高等学校新人体育大会バスケットボール競技西三河支部

女子バスケットボール部
日付 大会名 会場 結果
2017/4/22 高校総体　西三河支部予選会　１日目　vs松平10:20～　vs豊野14:20～ 県立豊野高等学校 予選敗退（足助　３７－７４　松平）
2017/4/23 高校総体　西三河支部予選会　２日目 県立豊田西高等学校
2017/8/5 西三河支部バスケットボール競技夏季選手権大会　１日目 不参加
2017/8/6 西三河支部バスケットボール競技夏季選手権大会　２日目 不参加
2017/8/8 西三河支部バスケットボール競技夏季選手権大会　３日目 不参加

豊田市民総合体育大会バスケットボール競技 不参加
全国高校選抜優勝大会愛知県大会(ALL AICHI 2017) 不参加
愛知県高等学校新人体育大会バスケットボール競技西三河支部 不参加

男子ソフトテニス部
日付 大会名 会場 結果
2017/4/15,16全国高校総合体育大会　個人 岡崎中央総合公園、刈谷北高校 ２回戦敗退

2017/4/22,23全国高校総合体育大会　団体 岡崎城西高校

１次リーグ
vs安城東　１－２
vs豊田西　２－１
vs碧南工業　３－０
vs豊田東　２－１

２次リーグ
vs岡崎城西（全国２位）　１－２
vs西尾東　１－２

2017/7/2,8 国体予選　個人 岡崎城西高校、豊田高専、松平高校

安藤・高村ペア４回戦突破（7/8の結果次第で
は、県大会出場です）
櫻井・福田ペア３回戦敗退
柄澤・鈴木ペア３回戦敗退

2017/7/29,30全三河予選　団体 安城市営コート １次リーグ突破　２次リーグ敗退
2017/9/16,17新人戦（団体）
2017/9/18,23新人戦（個人）
2017/10/1 全三河大会
2017/11/5 西三選手権（個人）
2018/3/3 西三団体選手権

女子ソフトテニス部
日付 大会名 会場 結果
2017/4/15,16全国高校総合体育大会　個人 豊田大谷高校・岡崎城西高校 予選敗退
2017/4/22,23全国高校総合体育大会　団体 不参加
2017/7/1,2 国体予選　個人 豊田東高校 ２回戦敗退
2017/8/5,6 全三河予選　団体 不参加
2017/9/16,17新人戦（団体） 不参加
2017/9/18,23新人戦（個人）
2017/10/1 全三河大会　個人 （予選敗退）
2017/11/5 西三選手権（個人）
2018/3/3 西三団体選手権 出場せず



弓道部
日付 大会名 会場 結果
2017/4/29 愛知県高等学校総合体育大会（男子） 岡崎中央総合公園弓道場 団体・個人　予選敗退
2017/4/30 愛知県高等学校総合体育大会（女子） 岡崎中央総合公園弓道場 団体・個人　予選敗退
2017/8/4 豊田市市民総合体育大会 豊田市運動公園弓道場 団体・個人　予選敗退
2017/8/22 西三高等学校弓道選手権大会　北地区予選 豊田市運動公園弓道場 団体・個人　予選敗退
2017/8/23 西三高等学校弓道選手権大会　決勝 岡崎中央総合公園弓道場 不出場
2017/10/15 豊田市秋季弓道大会 豊田市運動公園弓道場
2017/10/21 愛知県高等学校弓道選抜大会　北地区予選 岡崎中央総合公園弓道場
2017/11/4 愛知県高等学校弓道選抜大会  県一次選考 蒲郡市民体育センター蒲郡弓道場
2018/2/3 愛知県高等学校新人体育大会（女子） 岡崎中央総合公園弓道場
2018/2/4 愛知県高等学校新人体育大会（男子） 岡崎中央総合公園弓道場

剣道部
日付 大会名 会場 結果
2017/4/29 金鯱旗争奪剣道大会 愛知県体育館 一回戦負け
2017/5/3 全国高校総合体育大会西三河支部予選会　個人 西尾市中央体育館 一回戦負け
2017/5/6 全国高校総合体育大会西三河支部予選会　団体 西尾市中央体育館 一回戦負け
2017/6/24 西三河剣道大会 岡崎中央総合公園体育館
2017/8/26 全三河高等学校剣道大会 西尾市総合体育館 一回戦負け
2017/9/3 西三河剣道段別選手権大会 西尾市総合体育館
2017/9/18 愛知県剣道段別選手権大会 露橋スポーツセンター
2017/10/28 愛知県高等学校新人戦西三河支部予選会　個人 西尾市中央体育館
2017/11/4 愛知県高等学校新人戦西三河支部予選会　団体 西尾市中央体育館
2017/1/20 西三河高等学校剣道大会 西尾市中央体育館

卓球部
日付 大会名 会場 結果
2017/4/29 西三河地区高等学校卓球選手権大会（団体） 碧南臨海公園体育館 １回戦　本校０－３鶴城丘
2017/4/30 西三河地区高等学校卓球選手権大会（男子シングルス・女子ダブルス） 碧南臨海公園体育館 ３回戦までで全員敗退
2017/5/3 西三河地区高等学校卓球選手権大会（男子ダブルス・女子シングルス） 碧南臨海公園体育館 ３回戦までで全員敗退
2017/6/10 国体西三予選 岡崎中央総合体育館 ３回戦までで全員敗退
2017/8/8 西三河選手権大会（シングルス） 岡崎中央総合体育館 ４回戦までで全員敗退
2017/8/9 西三河選手権大会（ダブルス） 岡崎中央総合体育館 ３回戦までで全員敗退

第56回東海卓球選手権愛知県予選（シングルス）
全日本卓球選手権愛知県予選（シングルス）
豊田市民選手権（シングルス）

2017/10/28 愛知県高等学校新人体育大会（学校対抗）
豊田市秋季卓球大会（シングルス）
西三河地区高等学校学年別卓球大会（シングルス）
愛知県高等学校学年別卓球大会（シングルス・１年）
愛知県高等学校学年別卓球大会（シングルス・２年）



豊田市卓球協会長杯卓球大会（シングルス）

吹奏楽部
日付 大会名 会場 結果
2017/7/22 愛知県吹奏楽コンクール西三河北地区大会 豊田市民文化会館 不参加
2018/1/13 愛知県ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ西三河北地区大会 岡崎市民会館
2018/2/12 第28回管楽器・個人重奏ｺﾝﾃｽﾄ西三河北地区大会 岡崎市民会館

陸上部
日付 大会名 会場 結果
2017/4/7 西三河地区記録会兼国体予選 豊田市陸上競技場 予選敗退
2017/5/3 西三河陸上競技記録会 ウェーブスタジアム刈谷 不参加
2017/6/3 第７７回愛知陸上競技選手権大会西三予選 豊田市陸上競技場 不参加
2017/7/18 西三河高校陸上競技記録会 ウェーブスタジアム刈谷 不参加
2017/9/17 市民総合体育大会陸上競技大会 豊田市陸上競技場
2017/10/7 第３回西三河陸上競技記録会 ウェーブスタジアム刈谷


