
主な部活動対外活動報告 
◆バレーボール男子 

４月１２日（土）   平成２６年度豊田市民総合体育大会バレーボール競技 

● 松平 ０－２ 豊田西 ○   ○ 松平 ２－０ 三好 ● 

４月２６日（土）   第６８回愛知県高等学校総合体育大会バレーボール競技西三河支部予選会 

● 松平 ０－２ 安城東 ○ 

７月 ５日（土）   平成２６年度愛知県公立高校高等学校商業科体育大会 

○ 松平 ２－１ 国府 ●    ● 松平 ０－２ 成章 ○ 

７月２０日（日）   平成２６年度愛知県高等学校バレーボール選手権大会西三河支部予選会 

～２１日（月祝）    第７位 県大会出場 

７月３０日（水）   平成２６年度愛知県高等学校バレーボール選手権大会 

○ 松平 ２－０ 小牧工業 ●  ● 松平 ０－２ 星城 ○ 

８月２３日（土）   平成２６年度下村杯争奪第５０回西三河総合バレーボール選手権大会 

              ● 松平 ０－２ 岡崎工業Ｂ ○ 

９月２７日（土）   第６７回全日本バレーボール高等学校選手権大会西三河支部予選会 

   ～２８日（日）    ベスト８ 

◆バレーボール女子 

４月１２日（土）   平成２６年度豊田市民総合体育大会バレーボール競技 

              ● 松平 ０－２ 三好Ａ   ○  ○ 松平 ２－０ 南山国際  ● 

４月２６日（土）   第６８回愛知県高等学校総合体育大会バレーボール競技西三河支部予選会 

              ● 松平 ０－２ 西尾東   ○ 

７月 ５日（土）   平成２６年度愛知県公立高校高等学校商業科体育大会 

○ 松平 ２－０ 鶴城丘   ●  ● 松平 ０－２ 西陵    ○ 

７月２０日（日）   平成２６年度愛知県高等学校バレーボール選手権大会西三河支部予選会 

              ○ 松平 ２－１ 西尾東   ●  ● 松平 ０－２ 岡崎城西  ○ 

８月２３日（土）   平成２６年度下村杯争奪第５０回西三河総合バレーボール選手権大会 

              ● 松平 ０－２ 豊野    ○ 

９月２７日（土）   第６７回全日本バレーボール高等学校選手権大会西三河支部予選会 

              ○ 松平 ２－０ 岩津    ●  ● 松平 ０－２ 岡崎北   ○ 

◆ソフトテニス男子 

４月１９日（土）  愛知県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技西三河予選会（個人戦） 

    ２０日（月）   ベスト１６  清水・楠本組  田中・中村組 

             敗者復活戦  西・鈴木（鉄）組  磯村・有働組  鈴木（陸）・佐藤組 

                    吉村・伊達（滉）組      ６ペア県大会出場  

４月２６日（土）  愛知県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技西三河予選会（団体戦） 

   ～２７日（日）   第３位  県大会出場  

５月２４日（土）  第６８回愛知県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技（個人戦） 

            ベスト１６  清水・楠本組  東海大会出場 

ベスト３２  西・鈴木（鉄）組  磯村・有働組 

２５日（日）  第６８回愛知県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技（団体戦） 

         第３位  県大会出場 

５月３１日（土）  第４回愛知県高等学校春季シングルス大会 

            ベスト８  清水啓文 ・ 楠本優太郎  愛知県シングルス大会出場 

６月２１日（土）  第６１回東海高等学校総合体育大会ソフトテニス競技（団体戦） 

            １回戦：本校 １－② 中京（岐阜） 

２２日（日）  第６１回東海高等学校総合体育大会ソフトテニス競技（個人戦） 

         １回戦：清水・楠本組 １－④ 伊勢工業（三重） 

７月 ６日（日）  国民体育大会選手選考会ソフトテニス競技西三河予選会（個人戦） 

   ～１２日（月）   ベスト８   清水・鈴木組  田中・楠本組  西・中村組 

ベスト１６  松澤・伊達（滉）組   

ベスト２３  藤村・櫻井組    ５ペア県大会出場 

７月２２日（火）  第６９回国民体育大会選手選考会県大会（個人戦） 



             ベスト１６  清水・鈴木組 

ベスト３２  田中・楠本組  西・中村組 

７月２６日（土）  全三河高等学校ソフトテニス大会西三河予選会（団体戦） 

～２７日（日）   第３位  全三河大会出場 

７月３１日（木）  愛知県公立学校商業科体育大会ソフトテニス競技（団体戦） 

            第２位 Ａチーム  第３位 Ｂチーム 

８月 １日（金）  愛知県公立学校商業科体育大会ソフトテニス競技（個人戦） 

             優 勝  清水・鈴木組  第２位  松澤・石原組 

             第３位 井出・有働組 

８月２１日（木）  全三河高等学校ソフトテニス大会（団体戦） 

             第３位 

８月２４日（日）  愛知県シングルス選手権大会 

             ベスト１６  清水 啓史 

９月１３日（土）  愛知県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技西三河予選会（個人戦） 

   １４日（日）   ベスト１６ 井出・有働組  松澤・石原組 

ベスト２４ 清水・石原組  渡辺・小島組 

ベスト２８ 吉村・伊達組  米村・柘植組 

                   ６ペア県大会出場 

９月２０日（土）  愛知県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技西三河予選会（団体戦） 

   ２１日（日）   第２位  県大会出場 

１０月 ４日（土）  全三河高等学校ソフトテニス大会（個人戦） 

            ベスト８  清水・鈴木組   ベスト１６  井出・有働組 

１０月２６日（日）  愛知県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技（個人戦） 

ベスト１６ 清水・鈴木組  吉村・伊達組  

ハイスクールジャパンカップﾟ予選会出場 

１１月 ２日（日）  愛知県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技（団体戦） 

             第２位  県選抜大会出場 

１１月 ３日（月）  第４回愛知県高等学秋季シングルス大会（シングルス） 

ベスト８ 清水啓史   ベスト１６ 鈴木鉄平 

         東海シングルスソフトテニス選手権大会出場 

１１月 ８日（土）  西三河高等学校ソフトテニス選手権大会（個人戦） 

            優 勝  清水・鈴木組  第2位  井出・有働組 

１１月１５日（土）  豊田市民総合体育大会ソフトテニス競技高校男子の部（団体戦） 

優 勝 Ａチーム  第３位 Ｂチーム 

◆ソフトテニス女子  

４月１９日（土）  愛知県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技西三河予選会（個人戦） 

             ・神納・伊藤組 ３回戦進出 ベスト６４ 

４月２６日（土）  愛知県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技西三河予選会（団体戦） 

   ～２７日（日）   ・１次リーグ２位通過  豊田大谷【×】、碧 南【◯】、三 好【○】 

・２次リーグ３位通過  豊 田【×】、西尾東【◯】 

・３次リーグ２位    刈谷北【×】、安城東【◯】、安 城【◯】 

第１０位 県大会出場 

５月２５日（日）  第６８回愛知県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技（団体戦） 

             ・１回戦 星城【×】 

６月 １日（日）  愛知県高等学校春季シングルス半田大会（シングルス） 

             ・中川 南 本戦２回戦進出 ベスト８ 

７月 ６日（日）  国民体育大会選手選考会ソフトテニス競技西三河予選会（個人戦） 

８月 ２日（土）  全三河高等学校ソフトテニス大会西三河予選会（団体戦） 

   ～ ３日（日）   ・１次リーグ１位通過  豊田南【○】、碧南【○】、西尾【○】、豊田西【○】 

             ・２次リーグ２位通過  吉 良【○】、豊田大谷【×】 

             ・３次リーグ３位    岡崎商業【○】、岡崎城西【×】、安城学園【×】 

・順位決定戦  安城【○】 第５位 全三河大会出場 

８月 ７日（木）  愛知県公立学校商業科体育大会ソフトテニス競技（団体戦） 



             ・予選リーグ１位通過  ＣＡＣ【○】、津島北Ｂ【○】 

             ・本戦１回戦 杏和Ａ【○】、２回戦 成章Ａ【×】 ベスト８ 

８月 ８日（金）  愛知県公立学校商業科体育大会ソフトテニス競技（個人戦） 

             ・城殿・深津組 ４回戦進出 ベスト１６ 

８月２１日（木）  全三河高等学校ソフトテニス大会（団体戦） 

             ・１次リーグ３位  成章【×】豊田東【×】、田口【○】 

８月２４日（日）  豊田市民総合体育大会ソフトテニス競技高校女子の部（団体戦） 

             ・松平Ａ 準決勝進出 第３位 

９月１３日（土）  愛知県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技西三河予選会（個人戦） 

             ・中川・伊藤組 ４回戦進出 ベスト３２ 

・原田・深津組 ３回戦進出 ベスト６４ 

９月２０日（土）  愛知県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技西三河予選会（団体戦） 

             ・１次リーグ敗退 猿投農林【○】、刈谷北【×】、鶴城丘【×】 

１１月８日（土）  西三河高等学校ソフトテニス選手権大会（個人戦） 

             ・森本・深津組 Ｂ級 ベスト１６ 

◆バドミントン男子 

４月１９日（土） 第６８回愛知県高校総体バドミントン競技三河支部予選会 

～２６日（土）     団体戦    １回戦敗退  

２７日（日）     ダブルス   ３回戦敗退 

～２９日（火）     シングルス  ３回戦敗退 

６月 ７日（土） 第６９回国民体育大会バドミントン競技愛知県予選会  シングルス  ２回戦敗退 

８月 ６日（水）    平成２６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    

～８日（金）     団体戦   １回戦敗退 

               ダブルス  ４回戦進出              シングルス ４回戦進出 

９月２０日（土）    平成２６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    

２１日（日）     団体戦   １回戦敗退 

    ２３日（火）     シングルス ４回戦進出 ベスト６４ 

    ２７日（日）     ダブルス  ５回戦進出 

◆バドミントン女子 

４月１９日（土） 第６８回愛知県高校総体バドミントン競技三河支部予選会 

～２６日（土）     団体戦   １回戦敗退 

２７日（日）     ダブルス  ２回戦進出 

～２９日（火）     シングルス １回戦敗退 

６月 ７日（土） 第６９回国民体育大会バドミントン競技愛知県予選会   シングルス １回戦敗退 

８月 ６日（水）    平成２６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 

    ～８日（金）     団体戦   １回戦敗退 

               ダブルス  ２回戦進出    シングルス ２回戦進出 

９月２０日（土）    平成２６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 

    ２１日（日）     団体戦 ２回戦進出 

    ２３日（火）     シングルス ４回戦進出 ベスト６４・戸松 

    ２７日（日）     ダブルス  3回戦進出 

◆卓球 

第６８回 愛知県高校総体西三河地区予選会 

４月２９日（祝）   団体戦  男子  １回戦敗退 

５月 ３日（祝）   ダブルス 男子  ２回戦進出   

５月 ４日（日）   シングルス男子  ３回戦進出 

西三河高等学校卓球選手権大会 

    ８月 ７日（木）   シングルス男子  ２回戦進出 

    ８月 ８日（金）   ダブルス 男子  ２回戦進出 

愛知県高等学校新人体育大会 

   １０月２５日（土）   団体戦      １回戦敗退    

◆剣道 

  ６月１５日（日） 西三河剣道大会（団体） 



    １回戦 ○ 松平４－１安城農林 ●  ２回戦 ● 松平１－３岡崎西 ○ 

  ６月２９日（日）   豊田市総合体育大会（団体） 

    １回戦 ● 松平１－３杜若 ○ 

８月２３日（土）   全三河剣道大会（団体） 

１回戦 ● 松平２－３岡崎工業 ○ 

１１月 １日（土）  愛知県新人体育大会剣道競技西三河予選会（１次リーグ） 

● 松平０－３西尾 ○        ● 松平０－３刈谷北 ○ 

◆弓道 

４月２０日（日）  愛知縣護国神社奉納弓道大会 出場 

４月２６日（土）２７日（日） 愛知県高等学校総合体育大会弓道競技西三河支部予選会 出場 

５月１１日（日）  豊田市民選手権大会         男子個人 ３位  川村 飛祐 

８月 ６日（水）   豊田市市民総体          男子個人 ３位  三谷 宙 

８月２３日（土）  西三河支部高等学校弓道選手権大会 男子個人 ４位  髙木 将太 

～２４日（日）        男子団体 ３位  三谷・髙木・近藤・吉田・宮岡チーム 

９月 ７日（日）   中日本弓道近的選手権大会 出場 

１０月１８日（土）  豊田市秋季弓道大会 出場 

１０月２５日（土）  愛知県高等学校弓道選抜大会西三河支部予選会 出場 

         女子個人 川合 瞳水 県大会出場 

◆バスケットボール男子 

４月２６日（土）総合体育大会            １回戦 ●松平６０－６８岡崎工業○ 

  ７月２６日（土）豊田市民大会 

  ８月 ３日（土）夏期選手権大会           １回戦 ●松平４９－１０３安城学園○ 

 １０月 ４日（土）選抜優勝愛知県大会         １回戦 ○松平８０－５１杏和○ 

                            ２回戦 ●松平６０－８３半田工業○ 

◆バスケットボール女子 

  ４月２６日（土）総合体育大会            １回戦 ●松平３４－４４吉良○ 

７月２６日（土）豊田市民大会            １回戦 ○松平７２－４７南山国際● 

                          ２回戦 ○松平７４－２０足助● 

                                  ベスト４進出！！ 

  ８月 ３日（土）夏期選手権大会           １回戦 ●松平２６－８３愛三大三河○ 

 １０月 ４日（土）選抜優勝愛知県大会         １回戦 ●松平５７－６４碧南○ 

 

◆サッカー 

４月２０日（日）   愛知県高校総体西三河支部予選会      ●松平１－３豊田南 

平成２６年度 Ｕ－１８愛知県西三河地区リーグ（１部） 

               ○松平４－１愛教附   ●松平０－４愛産大三河B 

               ○松平７－０杜若    ○松平５－１刈谷北B 

               ●松平３－４岡崎東   ○松平８－０岡崎 

               ○松平３－０豊田    ●松平２－３豊田北 

               ●松平０－２岡崎西    ５勝４敗 ６位 

平成２６年度公立高等学校商業科体育大会サッカー競技 

   予選リーグ       ○松平１－０碧南    ○松平１－０南陽    ○松平６－２春日井商業 

              準決勝         決勝 

               ○松平２－１国府    ○松平５－１東海商業  優勝 

第９３回全国高校サッカー選手権大会・愛知県大会 

             西三河支部予選会  ○松平３－１豊田工業  ○松平２－１豊田南   県大会出場 

             県大会     ○松平６－３滝     ●松平１－５熱田    県大会２回戦敗退 

◆陸上競技部 

４月 ５日（土）   西三河春季陸上記録会 

～ ６日（日）     男子 400ｍ・800ｍ・1500ｍ・3000ｍ 出場 

４月２６日（土）   第６８回愛知県高等学校総合体育大会陸上競技会西三河支部予選会 

２７日（日）     男子 400ｍ・800ｍ・1500ｍ・3000ｍ 出場 

～２９日（火）  



６月 １日（土）   第７４回愛知陸上競技選手権大会西三河支部予選会 

７日（土）     男子 100ｍ・200ｍ・400ｍ・800ｍ・1500ｍ・5000ｍ 出場 

～ ８日（日）     女子 100ｍ・200ｍ・800ｍ・1500ｍ・走幅跳・走高跳 出場 

  ７月 ５日（土）   第１１回愛知レディース陸上競技大会 女子 走高跳 出場 

７月２１日（月）   一年生大会兼二年生記録会 

              男子 100m・1500m・3000m・砲丸投・円盤投 出場 

              女子 100m・800m・走幅跳・走高跳 出場 

９月 ６日（土）   新人体育大会西三河支部予選 

～ ７日（日）     男子 100ｍ・200ｍ・800ｍ・1500ｍ・5000ｍ・砲丸投・円盤投 出場 

女子 100ｍ・200ｍ・800ｍ・1500ｍ・走幅跳・走高跳 出場 

    女子走高跳 第９位 県大会出場          

９月２０日（土）   西三河秋季陸上競技記録会 

 ２３日（火）     男子 100ｍ・200ｍ・800ｍ・1500ｍ・5000ｍ・砲丸投・円盤投 出場 

              女子 100ｍ・200ｍ・800ｍ・1500ｍ・走幅跳・走高跳 出場 

９月２２日（日）   豊田市民総合体育大会 

              男子 100m・5000m 出場 

              女子 100m・2000m・走幅跳・走高跳 出場 

                 女子2000ｍ 第３位   女子走高跳 優勝 

１１月 ８日（土）   駅伝強化長距離競技会 男子 5000m 出場 

             投てき競技会  男子 円盤投 出場 

◆ハンドボール部 

４月 ５日（土）平成２６年度市民総合体育大会豊田市高等学校ハンドボール大会 

  ～ ６日（日）    ●松平１４－２９○杜若Ａ ○松平２１－１３豊田南● ○松平１４－１０豊野●   

４月２６日（土）第６８回愛知県高等学校総合体育大会ハンドボール西三河予選会 

１回戦  ●松平１８－３４岡崎西○ 

７月２３日（水）平成２６年度愛知県高等学校選手権大会西三河支部予選会 

         １回戦 ○松平２３－１６安城● 

８月２０日（水）平成２６年度西三河地区高等学校ハンドボール選手権大会 

         １回戦 ○松平２２－１６岡崎東● ２回戦●松平２０－２１岡崎工業○ 

９月１３日（土）平成２６年度公立高等学校商業科体育大会 

  ～１５日（月） １回戦 ○松平３１－１６知立● ２回戦●松平２０－２７知多翔洋○ 

  ９月２７日（土）第１回豊田市ハンドボール協会長杯 

               ○松平２１－１３豊野Ａ● ○松平１９－１６豊田Ｂ● 

●松平１４－２８杜若Ａ○ ○松平１７－１２豊田Ａ● 

１１月 ９日（日）平成２６年度愛知県高等学校新人体育大会西三河支部予選会ハンドボール競技 

１回戦 ●松平１９－２７岡崎工業○ 

◆硬式野球部 

３月２１日（金）～ 春季西三河高校野球大会 一次リーグ戦 

○松平 １５－１  鶴城丘 

●松平  ３－１０ 刈谷工業 

○松平  ２－１  岡崎西 

○松平 １０－２  一色 

一次リーグ戦２位通過で二次トーナメント戦へ進出。 

３月２９日（土）～ 春季西三河高校野球大会 二次トーナメント戦 

○松平 １２－４  安城 

●松平  ８－１  安城東 

７月１２日（土）～ 第９６回全国高等学校野球選手権 愛知大会 

１回戦 ○松平  ９－２  稲沢 

２回戦 ●松平  ４－６  小坂井 

８月１３日（水）～ 秋季西三河高校野球大会 一次リーグ戦 

●松平  ２－３  岡崎西 

○松平  ６－１  豊田南 

●松平  ０－２  豊田工業 



○松平  ９－４  衣台 

○松平  ６－１  加茂丘 

一次リーグ戦３位通過、二次トーナメント戦進出 

８月２２日（金）～ 秋季西三河高校野球大会 二次トーナメント戦進出 

●松平  ５－６  西尾東（延長１２回） 

◆わ太鼓 

７月２５日（金）   こどもによる日本の伝統芸能 豊田市民文化会館にて演奏 

８月２３日（土）   豊田てらこや夏合宿にて演奏 

８月２４日（日）   豊田てらこや夏合宿に参加 

１０月 ４日（土）   松平交流館祭準備に参加 

１０月 ５日（日）   松平交流館祭にて演奏 

１０月１９日（日）   豊田市高等学校魅力発見フェスタ 2014 スカイホールにて演奏 

１１月 ２日（日）   正三ふるさと祭りにて演奏 

１１月 ８日（土）   むもんまつり 無門福祉会「青い空」にて演奏 

１１月２３日（日）   高等学校総合文化祭郷土芸能専門部県大会出場 

◆茶華 

５月２５日（日）松平郷「天下茶会」参加 

    本松山高月院本堂にて表千家 小出宗恵先生のご指導でお運びの手伝い 

    男子生徒3名と女子生徒3名の合計6名が参加しました。 

◆合唱・吹奏楽部  

６月２２日（日）  とよた苑にて、老人ホーム慰問演奏を行いました。吹奏楽と合唱部の合同発表会です。 

７月１２日（土） 

２０日（日）  豊田球場にて野球部の応援演奏（吹奏楽） 

９月１８日（木）  文化祭発表 

１２月２３日（火） 鞍ヶ池老人ホームにて合唱部・吹奏学部合同クリスマス発表会 

１月１１日（日）  吹奏学部 アンサンブルコンテスト出場 

３月中旬      「笑いの家」合唱部 老人ホーム慰問演奏予定 


