
令和３年度愛知県立碧南高等学校部活動対外交流活動＆成績一覧 
【野球部】 

  令和３年度秋季高校野球西三河大会 
  ●一次リーグ 
   碧南  ２ － ３ 安城学園  負け 
   碧南  ５ － ９ 杜若    負け 
   碧南 １０ － ２ 知立    ７回コールド勝ち  
   碧南  ７ － ９ 刈谷北   負け 
                          
【サッカー部】 

  高円宮杯サッカー 
●リーグ戦 
 第３節 碧南 １－０ 安城東 勝ち 
 第４節 碧南 ２－０ 知立  勝ち 
 第５節 碧南 20－０ 豊田東 勝ち 
 第６節 碧南 ３－０ 松平  勝ち 
 
第 100 回全国高校サッカー選手権 
●愛知県大会西三河地区予選 
 １回戦 碧南 ３－１ 安城東 勝ち 
 ２回戦 碧南 １－０ 岡崎西 勝ち （ブロック優勝で県大会出場） 
 

【男子ソフトテニス部】 

  国体予選 

  ●個人   

原田 光・立野 雅己ペア 県大会出場 

  全三河予選 

  ●団体   

碧南 １－２ 岡崎東   負け 

   碧南 １－２ 西尾    負け 

   碧南 ３－０ 三好    勝ち  (予選３位で１次リーグ敗退) 

   高校新人西三河予選 

  ●団体   

碧南 ２－１ 刈谷工科  勝ち 

   碧南 ２－１ 衣台    勝ち 

   碧南 １－２ 豊田南   負け  (予選リーグ２位通過) 

  ●二次リーグ 

   碧南 ２－１ 西尾    勝ち 

   碧南 ２－１ 鶴城丘   勝ち  (三次リーグへ) 

 



  ●三次リーグ 

   碧南 １－２ 愛産大三河 負け 

   碧南 ０－３ 安城    負け 

   碧南 ２－１ 西尾東   勝ち  (西三河８位で県大会出場) 

  ●個人   

原田 光・立野 雅己ペア  ベスト 16  県大会出場 

  高校新人県大会 

  ●個人   

１回戦 原田・立野ペア ４－０ 津島北ペア  勝ち 

   ２回戦 原田・立野ペア １－４ 岡崎城西ペア 負け 

  ●団体  １回戦 碧南 １－２ 享栄 負け 

  西三河選手権Ａ級 個人 

   大脇 翔斗・立野 雅己ペア、原田 光・平野 太一ペア （ベスト１６） 
 

【ソフトボール部】 

  新人体育大会 西三河予選 

  ●予選リーグ  

碧南 １０－３ 安城南（６回コールド勝ち） 

   碧南  ８－６ 知立東 

   碧南 １１－２ 安城（５回コールド勝ち） 

  ●決勝トーナメント 

   準々決勝    碧南 ２－４ 岡崎西 

   県大会決定戦  碧南 １０－６ 豊野 

   ５位決定戦   碧南 ２－５ 岡崎商業 （第６位で県大会出場） 

 

【卓球部】 

商業科体育振興会 

  ●男子 学校対抗   

１回戦     知立  １－３  碧南  勝ち 

   ２回戦     緑丘  ２－３  碧南  勝ち 

準決勝     津島北 ０－３  碧南  負け  

三位決定戦   半田商業２－３  碧南  勝ち （第３位） 

  ●女子 学校対抗   

１回戦     成章  ３－１  碧南  １回戦敗退 

 西三河選手権 

  ●男子 シングルス ３回戦進出  

池谷 友克  磯貝 柊馬  鳥居 恒真  水野 蓮来  末廣 優翔   

河合 将希  近藤 壮一朗 

  ●男子ダブルス  ４回戦進出 川久保・近藤組(ベスト３２) 

  ●女子シングルス ３回戦進出 寺川 真由 

  ●女子ダブルス  ３回戦進出 石川・野々山組(ベスト６４) 



           ４回戦進出 森山・横山組(ベスト３２) 

 

西三河高等学校卓球リーグ戦 

  ●男子(第５部)    

豊田北  ０－３ 碧南 勝ち  

   豊田西  ３－０ 碧南 負け 

   足助   ３－１ 碧南 負け 

   安城農林 ３－２ 碧南 勝ち  （２勝２敗でリーグ残留） 

  ●女子(第６部)   

高浜   ２－３ 碧南 勝ち 

   知立東  ２－３ 碧南 勝ち 

   豊田   ０－３ 碧南 勝ち 

   豊田大谷 １－３ 碧南 勝ち  （４勝０敗でリーグ優勝） 

   (入替え戦)   

知立   ０－３ 碧南 勝ち  （第５部に昇格）   

新人体育大会 

  ●男子 学校対抗  

１回戦 吉良   ３－１ 碧南 負け  

  ●女子 学校対抗   

２回戦 豊田南  ２－３ 碧南 勝ち 

   ３回戦 岡崎西  １－３ 碧南 勝ち 

   ４回戦 安城東  ３－０ 碧南 負け 

   順位決定戦 岡崎商業 １－３ 碧南 勝ち 

   ５・６位決定戦 鶴城丘 ３－０ 碧南 負け（６位で県大会出場） 

     

【水泳部】 

高校総体 西三河支部予選 

  ●女子１００ｍ・２００ｍ背泳ぎ 布村 春花 （県大会出場） 

  ●女子 ５０ｍ・４００ｍ自由形 新實 心春 （県大会出場） 

西三河大会 

なし 

新人体育大会 西三河予選会 

●女子 ５０ｍ自 由 形  

新實 心春  （県大会出場） 

●女子１００ｍ背 泳 ぎ  

黒木 映見  （県大会出場） 

●女子２００ｍバタフライ  

山田 千聖 第３位、（県大会出場） 

 

 

 



【文芸部】 

 令和三年度 愛知県高等学校文化連盟文芸専門部 作品コンクール 文芸部誌部門 

 ●文芸部誌部門 審査委員特別賞 

  「夢幻」 

 

【写真部】 

 令和３年度愛知県高等学校文化連盟写真専門部西三河支部写真展 

●第 34 回高校生の写真展 

 奨励賞 「思い出」西尾涼子  

 

 

【部活名】 

 大会名 

 ●リーグ・種目・男女別 

  結果・氏名（出場大会名） 

 

の構成です。 


