
 

 

 

２０２２年９月  

紹介 

 ソフトテニス部は、正門横のテニスコートで、男女協力しあって活動してい

ます。練習は、平日４日間と、土曜日午前中を中心に行っています（雨天時や

大会等の関係で日曜日に活動する場合もあります）。内容は基礎からしっかりや

っており、初心者でも力をつけて、大会で勝利を収めています。また、コーチ

の先生にも技術指導をしていただいています。 

 

部員数 

 男 子 女 子 合 計 

１年生  ５名  ７名 １２名 

２年生  １名  １名  ２名 

３年生  ０名  ７名  ７名 

合 計  ６名 １５名 ２１名 

 

２０２２年度大会予定 ※大会結果は２枚目以降をご覧ください 

  ４月１６日・１７日・２３日  総合体育大会名南支部予選会 

  ５月２２日          中川区スポーツ祭 

  ７月 ２日・ ３日      国民体育大会予選 

  ７月２８日・２９日      名古屋市立高等学校体育大会 

  ８月１７日          市民スポーツ祭 

  ８月２２日・２３日      学年別大会 

  ９月１７日・１８日・１９日  新人体育大会名南支部予選会 

 １１月 ５日・１２日      名南・名北選手権大会 

  ３月１１日・１２日      名南選手権大会 

ソフトテニス部（男女） 



 

 

 

 

総合体育大会名南支部予選会 

 ４月１６日（土）・１７日（日）・２３日（土）の３日間、総合体育大会名南

支部予選会が開催され、女子団体と女子個人２組が県大会出場を決めました！ 

【女子団体】第３位 

  予選リーグ ●１－２惟  信（４－１，３－４，３－４） 

        ○２－１天  白（１－４，４－１，４－１） 

        ○３－０若宮商業（４－３，４－２，４－１） 

  決勝リーグ ○２－１星  城（４－２，４－０，２－４） 

        ○２－１松  蔭（２－４，４－２，４－０） 

        ●１－２日 進 西（４－１，１－４，１－４） 

  ３位決定戦 ○２－１天  白（１－４，４－１，４－３） 

【女子個人】第５位 石川・中村 

  ２回戦 〇４－０（桜花学園）   ４ 回 戦 ○４－３（桜台） 

  ３回戦 〇４－０（熱田）     準々決勝 ●１－４（享栄） 

【女子個人】第５位 本多・森田 

  ２回戦 〇４－０（名経大高蔵）  ４ 回 戦 ○４－２（松蔭） 

  ３回戦 〇４－１（惟信）     準々決勝 ●１－４（享栄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年度大会結果 



総合体育大会県大会 

 ５月２１日（土）・２２日（日）の２日間、愛知県高等学校総合体育大会（県

大会）が開催されました。団体戦は１回戦で勝ち、２回戦でシード校に敗退し

ました。個人戦は２組とも初戦で敗退しました。３年生はこれで引退となりま

す。１年秋から新人戦・総体は４大会連続で県大会出場を決めるなど、富田高

校に新しい歴史を残してくれました。新チームでもこの流れを引き継いでいき

たいと思います。応援ありがとうございました！ 

【女子個人】本多・森田  ●１－４（刈谷北） 

      石川・中村結 ●１－４（滝） 

【女子団体】１回戦 ○２－１東海樟風（４－１，２－４，４－１） 

      ２回戦 ●０－２豊川  （１－４，０－４） 

 

 

中川区スポーツ祭 

 ５月２２日（日）に中川区スポーツ祭が開催され、女子個人２組がともに 

３位入賞を果たしました！ 

【女子個人】第３位（髙羽・直井）  【女子個人】第３位（小森・中村） 

 予選Ｌ ●０－４（千種ｸ東邦ｶﾞｽ）  予選Ｌ ●０－４（松葉クラブ） 

     〇４－０（中川商業）        ○４－０（中川商業） 

     ○４－０（中川商業）        △不戦勝（供米田クラブ） 

 準決勝 ●０－４（松葉クラブ）   準決勝 ●０－４（千種ｸ東邦ｶﾞｽ） 

 

国民体育大会名南支部予選会 

 ７月２日（土）、国民体育大会名南支部予選会が開催され、女子個人１組が 

ベスト１６まで勝ち上がりましたが、惜しくも県大会出場はなりませんでした。 



名古屋市立高等学校体育大会 

 ７月２８日（木）・２９日（金）の２日間、名古屋市立高等学校体育大会が開

催され、女子団体が準優勝、女子個人２組が準優勝と５位入賞を果たしました！ 

【女子団体】準優勝 

  予選リーグ ○２－１  北  （４－３，０－４，４－１） 

        ○２－１若宮商業（１－４，４－３，４－３） 

        ○２－１西  陵（４－０，０－４，４－０） 

  準 決 勝 ○２－０向  陽（４－２，４－１） 

  決   勝 ●１－２若宮商業（０－４，４－０，１－４） 

【女子個人】準優勝 本多・中村 

  ２回戦 〇４－０（名古屋商業）  準々決勝 ○４－２（桜台） 

  ３回戦 〇４－０（西陵）     準 決 勝 ○４－０（若宮商業） 

                   決  勝 ●２－４（若宮商業） 

【女子個人】第５位 髙羽・石川 

  ２回戦 〇４－０（西陵）     準々決勝 ●１－４（名古屋商業） 

  ３回戦 〇４－２（若宮商業） 

 

名南支部学年別大会 

 ８月２２日（月）に名南支部学年別大会が開催され、１年生で女子個人１組

がベスト８まで勝ち上がりました！ 

【女子個人】第５位（小森・中村） 

  ２回戦 〇４－０（星城）     準々決勝 ●０－４（松蔭） 

  ３回戦 〇４－０（熱田） 

 

 



新人体育大会名南支部予選会 

 ９月１７日（土）・１８日（日）・２４日（土）の３日間、新人体育大会名南

支部予選会が開催され、女子個人１組が県大会出場を決めました！一方で、女

子団体は予選リーグを通過して決勝リーグに進んだものの、８位となり県大会

出場とはなりませんでした。 

【女子個人】第５位 石川・髙羽 

  ２回戦 〇４－０（名古屋大谷）  ４ 回 戦 ○４－２（若宮商業） 

  ３回戦 〇４－３（天白）     準々決勝 ●１－４（星城） 

【女子団体】第８位 

  予選リーグ ○３－０熱   田（４－１，４－３，４－２） 

        ○２－１中   村（２－４，４－０，４－０） 

        ●１－２桜   台（１－４，１－４，４－２） 

  決勝リーグ ●１－２日 進 西（１－４，４－３，３－４） 

        ●０－３天   白（１－４，０－４，３－４） 

        ●１－２星   城（２－４，４－１，０－４） 

  ７位決定戦 ●０－２名古屋大谷（２－４，０－４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

総合体育大会名南支部予選会 

 ４月１８日（日）・２４日（土）・２５日（日）の３日間、総合体育大会名南

支部予選会が開催され、女子団体と女子個人１組が県大会出場を決めました！ 

【女子団体】第４位 

  予選リーグ ○３－０名経大高蔵（４－０，４－０，４－３） 

        ○２－１向   陽（０－４，４－１，４－３） 

        ○２－１桜 花 学 園（４－２，３－４，４－０） 

  決勝リーグ ○２－１松   蔭（４－２，２－４，４－２） 

        ○２－１享   栄（４－１，１－４，４－３） 

        ●１－２星   城（１－４，４－１，２－４） 

  ３位決定戦 ●１－２若 宮 商 業（３－４，２－４，４－０） 

【女子個人】第５位 石川・中村結 

  ２回戦 〇４－０（松蔭）     ４ 回 戦 ○４－２（桜台） 

  ３回戦 〇４－１（桜花学園）   準々決勝 ●０－４（日進西） 

 

総合体育大会県大会 

 ５月２２日（土）・２３日（日）の２日間、愛知県高等学校総合体育大会（県

大会）が開催されました。個人・団体ともに初戦で敗退となりました。３年生

はこれで引退となりますが、２年生が多いチームですので、この結果を糧にし

て、新チームで更なる活躍ができるように頑張っていきます。 

【女子個人】石川・中村結 ●１－４（岡崎城西） 

【女子団体】１回戦 ●１－２西尾東（４－２，２－４，３－４） 

２０２１年度大会結果 



国民体育大会名南支部予選会 

 ７月４日（日）、国民体育大会名南支部予選会が開催され、女子個人１組が県

大会出場を決めました！ 

【女子個人】第５位 石川・中村結 

  ２回戦 〇４－０（名古屋大谷）  ４ 回 戦 ○４－２（若宮商業） 

  ３回戦 〇４－１（惟信）     準々決勝 ●２－４（松蔭） 

 

国民体育大会県大会 

 ７月２２日（木）に国民体育大会（県大会）が開催されました。残念ながら

今回も強豪岡崎城西の選手相手にストレートで敗退となりました。 

【女子個人】石川・中村結 ●０－４（岡崎城西） 

 

名古屋市立高等学校体育大会 

 ７月２９日（木）・３０日（金）の２日間、名古屋市立高等学校体育大会が開

催され、女子団体と女子個人１組がともに３位入賞を果たしました！ 

【女子団体】第３位 

  予選リーグ ○２－１西   陵（４－１，２－４，４－０） 

        ○３－０  北  （４－０，４－０，４－０） 

        ●１－２桜   台（２－４，４－１，２－４） 

  準 決 勝 ●０－２名古屋商業（１－４，２－４） 

  ３位決定戦 ○２－１向   陽（１－４，４－０，４－０） 

【女子個人】第３位 石川・森田 

  ２回戦 〇４－１（名古屋商業）  準々決勝 ○４－２（菊里） 

  ３回戦 〇４－０（西陵）     準 決 勝 ●０－４（名古屋商業） 



名南支部学年別大会 

 ８月２１日（土）に名南支部学年別大会が開催され、２年生で女子個人１組

が３位入賞を果たしました！ 

【女子個人】第３位（石川・中村） 

  ２回戦 〇４－１（名古屋大谷）  準々決勝 ○４－２（日進西） 

  ３回戦 〇４－１（松蔭）     準 決 勝 ●３－４（松蔭） 

 

新人体育大会名南支部予選会 

 ９月１９日（日）・２０日（月）・２５日（土）の３日間、新人体育大会名南

支部予選会が開催され、女子団体と女子個人１組が県大会出場を決めました！ 

【女子団体】第４位 

  予選リーグ ●１－２向  陽（１－４，４－１，２－４） 

        ○２－１桜  台（４－１，４－１，１－４） 

        ○２－１天  白（４－２，１－４，４－２） 

  決勝リーグ ○２－１星  城（１－４，４－１，４－０） 

        ○２－１若宮商業（３－４，４－１，４－２） 

        ●０－３日 進 西（２－４，１－４，３－４） 

  ３位決定戦 ●１－２享  栄（４－１，１－４，１－４） 

【女子個人】第５位（石川・中村） 

  ２回戦 〇４－２（享栄）     ４ 回 戦 ○４－０（桜台） 

  ３回戦 〇４－１（惟信）     準 々 決 勝 ●１－４（日進西） 

【女子個人】第 12位（本多・森田）惜しくも県大会出場ならず…😢 

  ２回戦 〇４－１（若宮商業）   敗復１回戦 ○４－３（天白） 

  ３回戦 〇４－０（日進西）    敗復２回戦 ●０－４（日進西） 

  ４回戦 ●０－４（向陽）     11位決定戦 ●３－４（桜台） 



新人体育大会県大会 

 １０月２３日（土）・３０日（土）の２日間、愛知県高等学校新人体育大会（県

大会）が開催されました。残念ながら個人・団体ともに初戦で敗退となりまし

た。なかなか県大会初戦の壁が突破できませんが、この結果を糧に最後の総体

では県大会で勝てるように頑張っていきます。 

【女子個人】石川・中村 ●２－４（明和） 

【女子団体】１回戦 ●１－２春日井商業（３－４，１－４，４－１） 

 

秋季シングルス大府大会 

 １１月３日（水祝）、秋季シングルス大府大会が開催され、女子で石川さんが

３位入賞を果たしました！この大会は新人体育大会県大会で個人ベスト１６に

入った３２名を除いた選手のうち、各支部から推薦された４８名を対象にして

行われます。予選リーグから厳しい戦いが続きましたが、その予選を勝ち抜き、

決勝トーナメントでも勢いに乗って勝ち上がり、準決勝もあと一歩のところま

でいきました。 

【女子個人】第３位（石川） 

  予選Ｌ 〇３－２（一宮興道）   決勝Ｔ１回戦 ○４－０（豊田東） 

  予選Ｌ 〇３－２（横須賀）    決勝Ｔ２回戦 ○４－３（菊華） 

                   決勝Ｔ準決勝 ●３－４（半田） 

 

 

 

 

 



名南北選手権大会 

 １１月６日（土）・１３日（土）の２日間、名南北選手権大会が開催され、昨

年度に引き続き女子団体がベスト８に進出しました！準々決勝で優勝した菊華

高校と対戦し、唯一本校が菊華高校から１ペア勝利するなど、勝利まであと一

歩というところまでいきました。ただ今回の結果に慢心することなく、これか

らも精進を続けていきます。 

【女子団体】ベスト８ 

  予選リーグ 〇３－０北・名電（４－２，４－０，４－０） 

        ○２－１３校合同（０－４，４－１，４－０） 

        ○２－１愛知淑徳（１－４，４－２，４－１） 

  決勝２回戦 ○２－１東  邦（０－４，４－１，４－１） 

  準 々 決 勝 ●１－２菊  華（４－３，３－４，０－４） 

 

名古屋市秋季３・４級大会 

 １１月１４日（日）、名古屋市秋季３・４級大会が開催され、女子１組が３位

入賞、女子１組がベスト８に進出しました！ 

【女子個人】 

 第３位（石川・中村）       ベスト８（本多・髙羽） 

  予選Ｌ 〇４－２平針中学校    予選Ｌ 〇４－３愛知淑徳高校 

      〇４－０明和高校         〇４－３明和高校 

      〇４－０松蔭高校     決勝Ｔ 〇４－２享栄高校 

  決勝Ｔ 〇４－２愛知淑徳高校       ●３－４若宮商業高校 

      ●２－４植田中学校 

 

 



名南選手権大会 

 ３月１２日（土）・１３日（日）の２日間、名南選手権大会が開催され、女子

団体がベスト８に進出しました！ただ今回の結果に慢心することなく、これか

らも精進を続けていきます。 

【女子団体】ベスト８ 

  予選リーグ 〇３－０日進西Ｂ（４－２，４－１，４－１） 

        ○３－０中  村（４－０，４－０，相手途中棄権） 

        ○２－１愛瑞穂Ａ（４－０，２－４，４－１） 

  決勝１回戦 ○３－０桜 台 Ｂ（４－１，４－１，４－０） 

  決勝２回戦 ●０－２桜 台 Ａ（１－４，１－４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

国民体育大会名南支部予選会 

 ７月４日（土）、国民体育大会名南支部予選会が開催され、女子個人１組が 

県大会出場を決めました！ 

【女子個人】第５位 石川・鬼塚 

  １回戦 〇４－０（熱田）     ４ 回 戦 ○４－１（天白） 

  ２回戦 〇４－２（享栄）     準々決勝 ●１－４（日進西） 

  ３回戦 ○４－３（名経大高蔵） 

 

新人体育大会名南支部予選会 

 ９月１９日（土）～２１日（月）の３日間、新人体育大会名南支部予選会が 

開催され、女子団体と女子個人１組が県大会出場を決めました！ 

【女子団体】第３位 

  予選リーグ      決勝リーグ        ３位決定戦 

  ●１－２星城     〇３－０桜花学園     〇２－１松蔭 

  〇２－１天白     ●１－２若宮商業 

  〇３－０桜台     〇２－１日進西 

【女子個人】第９位 石川・鬼塚 

  ２回戦 〇４－１（桜花学園）    ４回戦 ●２－４（向陽） 

  ３回戦 〇４－０（名経大高蔵）   決定戦 〇４－０（日進西） 

 

 

 

２０２０年度大会結果 



新人体育大会県大会 

 １１月３日（祝）、愛知県高等学校新人体育大会（県大会）が開催され、女子

団体が第５位に入賞し、選抜大会出場を決めました！ 

【女子団体】第５位（愛知県選抜大会出場） 

  １ 回 戦 ○２－１津島北（４－３，４－１，３－４） 

  ２ 回 戦 ○２－１西尾東（４－０，０－４，４－０） 

  準々決勝 ●０－２菊 華（１－４，０－４） 

 

名南北選手権大会 

 １１月８日（日），１４日（土）の２日間、名南北選手権大会が開催され、 

女子団体がベスト８に進出しました！ 

【女子団体】ベスト８ 

  予選リーグ 〇２－１春日井西（４－２，３－４，４－０） 

        ○２－１享  栄（１－４，４－２，４－２） 

        ○２－１愛知淑徳（４－２，１－４，４－１） 

  決勝１回戦 ○３－０惟  信（４－２，４－３，４－０） 

  準 々 決 勝 ●１－２星  城（０－４，４－２，２－４） 

 

 

 

 

 

 

 



名古屋市秋季３・４級大会 

 １１月１５日（日）、名古屋市秋季３・４級大会が開催され、女子１組が３位

入賞を果たしました！ 

【女子個人】第３位（本多・森田） 

  予選リーグ       決勝トーナメント 

  〇４－１春岡クラブ   〇４－３享栄高校 

  〇４－２松蔭高校    ●２－４若宮商業高校 

 

愛知県高等学校選抜大会 

 １２月２５日（金）、愛知県高等学校選抜大会が開催されました。この大会は 

愛知県高等学校新人体育大会県大会団体上位８校によって行われます。１位校

は全日本高等学校選抜大会、１・２位校は東海高等学校選抜大会への出場資格

が得られます。 

 試合方式は、まず８校を４校ずつに分けて予選リーグを行い、各リーグ上位

２校が決勝リーグに進出し、順位を決定します。 

 本校は私学強豪校の厚い壁に阻まれ、予選リーグで敗退となりましたが、こ

の結果を糧にして、今後の大会で更なる活躍ができるように頑張っていきます。 

【女子団体】 

  第１試合 ●０－３ 豊 川 （１－４，０－４，２－４） 

  第２試合 ●０－３岡崎城西（０－４，０－４，０－４） 

  第３試合 ●１－２豊橋中央（４－２，１－４，０－４） 

 


