バドミントン部
平成２９年度
2017/2/12

平成29年度第14回遠州東三河大会バドミントン選手権大会
女子団体 ベスト１６
（白井祐未・鈴木結花・高橋杏実・加藤里菜・神谷遥・鈴木友梨・鈴木佑奈・河合結菜）

2017/9/23

平成29年度愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技三河支部予選会
女子ダブルス 鈴木結花・高橋杏実 組 ベスト３２

2017/8/19

市民スポーツ祭’２０１７ バドミントン大会
女子ダブルス 村松亜里沙・佐藤嘉乃 組 優勝
鈴木結花 ・高橋杏実 組 三位
加藤里菜 ・白井祐未 組 三位

2017/8/8

第２６回東三河バドミントン選手権大会
女子ダブルス 鈴木結花・高橋杏実 組
神谷遥 ・鈴木佑奈 組

（Ａ級）
（Ｂ級）
（Ｂ級）

ベスト１６
ベスト３２

平成29年度愛知県公立高等学校商業科体育大会バドミントン競技
女子団体
準優勝（村松亜里沙・佐藤嘉乃・鉾立京夏・木村芽生・鈴木結花・加藤里菜）
女子ダブルス 村松亜里沙・佐藤嘉乃 組 第3位
2017/7/28
鉾立京夏 ・木村芽生 組 ベスト１６
鈴木結花 ・高橋杏実 組 ベスト１６
加藤里菜 ・白井祐未 組 ベスト１６
神谷遥
・鈴木佑奈 組 ベスト３２

2017/5/3

第71回愛知県高等学校総合体育大会バドミントン競技県大会
女子ダブルス 村松亜里沙・佐藤嘉乃 組 1回戦敗退

2017/4/22
4/23
4/30

第71回愛知県高等学校総合体育大会バドミントン競技三河支部予選会
女子団体 ベスト１６（村松亜里沙、坂井有里、佐藤嘉乃、天野琴音、鉾立京夏、木村芽衣、中野真旺）
女子シングルス 佐藤嘉乃 ベスト３２
女子ダブルス
村松亜里沙・佐藤嘉乃 組 ベスト１６（県大会出場）

平成２８年度
2016/1/7
～1/9

平成28年度愛知県高等学校学年別バドミントン大会
女子シングルス 佐藤嘉乃 ベスト６４
女子ダブルス
佐藤嘉乃・村松亜里沙 組 ベスト１６
天野琴音・木村芽生
組 ベスト３２

2016/10/30

平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技
女子個人：女子ダブルス
佐藤嘉乃・天野琴音
ベスト３２

2016/9/19

平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技三河支部予選会
女子団体：ベスト１６（村松亜里沙・坂井有里・佐藤嘉乃・天野琴音・鉾立京夏・中野真旺・木村芽生）

2016/9/17

平成２８年度愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技三河支部予選会
女子個人：女子ダブルス
佐藤嘉乃 ・天野琴音
ベスト１６ 県大会出場
村松亜里沙・坂井有里
ベスト３２

2016/8/27

市民スポーツ祭
女子個人：２位
３位

2016/8/6

平成２８年度 第２５回東三河バドミントン選手権大会
女子個人：女子シングル
村松亜里沙 ベスト１６
佐藤嘉乃
ベスト１６
天野琴音
ベスト３２

(坂井有里、村松亜里沙)
(木村芽生)

2016/8/4

平成２８年度 第２５回東三河バドミントン選手権大会
女子個人：女子ダブルス
佐藤嘉乃 ・天野琴音 ベスト１６
村松亜里沙・坂井有里 ベスト３２
鉾立京夏 ・木村芽生 ベスト３２
高橋杏実 ・加藤里菜 ベスト３２

2016/7/28

平成２８年度 愛知県公立高等学校商業科体育大会
女子団体：ベスト８（村松亜里沙・坂井有里・佐藤嘉乃・天野琴音・鉾立京夏・中野真旺・木村芽生）
女子個人：女子ダブルス ベスト１６（佐藤嘉乃・天野琴音）

2014/4/23

第７０回愛知県高等学校総合体育大会バドミントン競技三河支部予選会
女子団体：ベスト１６（河合菜実・下川悠・馬飼野友香・金澤藍子・佐藤嘉乃・村松亜里沙・天野琴音）

平成２６年度

2015/2/11

遠州東三河高等学校バドミントン選手権大会
リーグ戦 ２位

平成２６年度第５０回愛知県高等学校学年別バドミントン大会 ２年シングルス
２回戦敗退：磯部有紀、大浦玲華、藤江真由、米谷まりあ
2015/1/12
３回戦敗退：彦坂里歩
４回戦敗退：山本紗也、鈴木綾香
５回戦敗退：林実穂

2014/9/22

愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技三河支部予選会
女子シングル 林実穂ベスト３２、磯部有紀ベスト６４

2014/9/21

愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技三河支部予選会
女子ダブルス：山本紗也・藤江真由ベスト６４、中村文香・大浦玲華ベスト６４

2014/9/20

愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技三河支部予選会
団体戦 ベスト８（2年山本紗也・2年:磯部有紀・2年林実穂・2年藤江真由・2年米谷まりあ・2年鈴木綾香）

2014/8/7

第２３回東三河バドミントン選手権大会
女子ダブルス 林実穂・磯部有紀 組 ベスト１６、山本紗也・藤江真由 組 ベスト３２
米谷まりあ・鈴木綾香 組 ベスト３２、山本花菜・森巴美 組 ベスト３２

2014/7/31

愛知県公立高等学校商業科体育大会
女子ダブルス 山本紗也・藤江真由 組 ベスト１６、米谷まりあ・鈴木綾香 組 ベスト１６ 山本花菜・森巴美 組 ベ
スト３２
女子シングル 林実穂 ベスト３２、磯部有紀 ベスト３２、小山えりか ベスト３２

愛知県公立高等学校商業科体育大会
団体Aﾁｰﾑ ﾍﾞｽﾄ8(2年山本･磯部･林･鈴木･彦坂･藤江)
1回戦 本校 3-1 犬山
2回戦 本校 3-1 一宮商業A
2014/7/30
3回戦 本校 2-3 東海商業A
団体Bﾁｰﾑ ﾍﾞｽﾄ8(2年米谷･鈴木･山本･大浦･中村･森)
1回戦 本校 3-1 岩倉総合
2回戦 本校 3-1 鶴城丘
3回戦 本校 0-3 半田商業A

2014/4/27
2014/4/26

第６８回愛知県高等学校総合体育大会 バドミントン競技三河支部予選会
女子ダブルス：松原千彩・林実穂 組 ベスト６４
第68回愛知県高等学校総合体育大会 バドミントン競技三河支部予選会

第68回愛知県高等学校総合体育大会 バドミントン競技三河支部予選会
団体戦 ベスト８（3年松原千彩・3年中川朋美・3年高橋怜奈・3年東実沙・3年馬飼野かな子・3年森下留衣・2年林実
穂）
2014/4/19
1回戦 ｖｓ 豊田西
2回戦 ｖｓ 豊田
3回戦 ｖｓ 豊川

平成２５年度
2014/2/11

第１０回 遠州東三河高等学校バドミントン選手権大会
団体戦 ６位
（2年松原千彩・2年中川朋美・2年高橋怜奈・2年森下留衣・1年林実穂・1年藤江真由）

2014/1/13

平成２５年度第４９回愛知県高等学校学年別バドミントン大会
1年シングルス ベスト64 林 実穂

2013/9/21

平成２５年度愛知県高等学校新人体育大会 三河支部予選会
団体 ベスト８
（2年松原千彩・2年中川朋美・2年高橋怜奈・2年東実沙・2年馬飼野かな子・2年森下留衣・1年林実穂）

2013/8/31

市民スポーツ祭’ ２０１３
女子ダブルスＢ級の部
2年松原千彩・1年林実穂 組 ３位

2013/7/31

第２０回愛知県公立高等学校商業科体育大会
女子ダブルス 2年松原千彩・1年林実穂 組 ベスト３２
2年中川朋美・1年藤江真由 組 ベスト３２

2013/7/30

第２０回愛知県公立高等学校商業科体育大会
団体 ベスト１６
（2年松原千彩・2年中川朋美・2年高橋怜奈・2年東実沙・1年林実穂）
1回戦 ｖｓ 若宮商業
2回戦 ｖｓ 一宮商業

2013/7/28

第22回東三河バドミントン選手権
女子シングル 1年林実穂 ベスト１６

2013/7/26

東三河ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会 豊橋ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会
女子ダブルス 2年高橋怜奈・2年東実沙 組 ベスト１６
2年松原千彩・1年林実穂 組 ベスト１６

第６７回愛知県高等学校総合体育大会 バドミントン競技三河支部予選会
団体 ベスト８
（3年加藤凜・3年鈴木美悠・3年野本実那・3年内藤歩希・3年鈴木香織・3年平川綾乃・1年林実穂）
2013/4/27

1回戦 ｖｓ 宝陵
2回戦 ｖｓ 小坂井
3回戦 ｖｓ 安城学園

2013/4/21

第６７回愛知県高等学校総合体育大会 バドミントン競技三河支部予選会
女子ダブルス 2年松原千彩・2年中川朋美 組 ベスト６４

平成２７年度
2016/1/31

第12回遠州東三河バドミントンl選手権大会
団体 女子団体 ベスト８（2年河合菜実・2年馬飼野友香・2年金澤藍子・2年黒川桃花・2年下川悠・
2年石川詩織・2年小山えりか・2年白井那菜・1年佐藤嘉乃・1年天野琴音

2015/9/21

平成２７年度愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技三河支部予選会
団体 女子団体 4位（2年河合菜実・2年馬飼野友香・2年金澤藍子・2年黒川桃花・2年下川悠・
1年佐藤嘉乃・1年天野琴音）

2015/8/29

市民スポーツ祭
個人 女子ダブルスＢ級の部

2016/8/4

平成２８年度 第２５回東三河バドミントン選手権大会
個人 女子ダブルス 2年佐藤嘉乃 ・2年天野琴音 組
2年村松亜里沙・2年坂井有里 組
2年鉾立京夏 ・2年木村芽生 組
1年高橋杏実 ・1年加藤里菜 組

2015/7/30

平成２７年度 愛知県公立高等学校商業科体育大会
女子団体 ベスト１６（3年山本紗也・3年磯部有紀・1年佐藤嘉乃・1年天野琴音・1年村松亜里沙）
女子シングル 1年天野琴音 ベスト１６

2015/8/6・7

第２４回東三河バドミントン選手権
個人 女子ダブルス
1年佐藤嘉乃・1年天野琴音
個人 女子シングルス 1年佐藤嘉乃、1年天野琴音

2015/4/18・
19・25

1年佐藤嘉乃・1年天野琴音

組

準優勝

ベスト１６
ベスト３２
ベスト３２
ベスト３２

組 ベスト１６
ベスト３２

第69回愛知県高等学校総合体育大会バドミントン競技三河支部予選会
女子団体 ベスト8（3年山本紗也・3年磯部有紀・3年林実穂・3年藤枝真由・3年鈴木綾香・
3年米谷まりあ・3年彦坂里歩）
女子シングルス 3年林実穂 ベスト６４
女子ダブルス
3年山本紗也・3年林実穂 組 ベスト３２
3年米谷まりあ・3年鈴木綾香 組 ベスト６４

