
刈谷高校ソフトテニス部女子

１ 紹介
刈谷高校ソフトテニス部女子は、１年生４人、２年生６人、３年生６人の合計１６人

の生徒が所属しています。３年生は、５月の総体県大会団体戦をもって、引退しました。

練習日は月曜日から金曜日です。早朝練習は、午前７時４０分から午前８時２０分ま

でです。また、業後は、清掃後から午後６時３０分までです。休日の練習は、原則とし

て土曜日の午前８時３０分から午後０時までです。ただし、試合前は、日曜日もありま

す。夏休みには、７年前から合宿練習を２泊３日で行い、部員の技術向上と精神面の向

上を目指して実施しています。

また、部員は、県大会出場を目指して、日々練習をしています。そのために、練習試

合も多く行っています。練習試合は、西三河地区以外にも、近隣の知多地区や名古屋地

区とも定期的に実施しています。特に、本校（旧制第８中学校）と同じ環境の中で活動

している半田高校（旧制第７中学校）とは、定期的に練習試合を実施しています。

２ 昨年度の主な大会結果
１ 総体西三予選（個人戦）：ベスト６４（１ペア）。県大会出場ならず

２ 総体西三予選（団体戦）：一次リーグ２位、２次リーグ４位。県大会出場ならず

３ 国体西三予選（団体戦）：１ペア（県代表敗者復活戦１回戦敗退）

４ 刈谷市高校選手権大会：優勝、準優勝、第３位。

５ 全三河西三予選（団体戦）：１次リーグ３位。全三河大会出場ならず

６ 新人戦西三予選（個人戦）：ベスト６４（３ペア）。県大会出場ならず

７ 新人戦西三予選（団体戦）：一次リーグ２位、２次リーグ３位。３次リーグ１位 県大会出場

８ 新人戦県大会（団体戦）：１回戦敗退

９ 西三河選手権大会（個人戦）：A級ベスト１６（１ペア）。B級ベスト３２（１ペア）。

10 刈谷市選手権大会（個人戦）：第３位

11 第１５回浜松キトルス杯大会（個人戦）：Ｂ級第３位

12 西三河団体選手権大会（団体戦）：Ａ級ベスト８。Ｂ級第３位

13 刈谷市中学・高校新人選手権大会（個人戦）：第３位

14 第８回ＴＳＢカップ高校選手権大会（団体戦）：予選リーグ第１位。１位トーナメント１回戦敗退

３ 本年度の主な大会結果
(1) ４月１８日（土）の愛知県高等学校総合体育大会西三河予選（個人戦）では、善

戦およばず、ベスト６４で敗退したので、県大会出場はなりませんでした。

(2) ４月２５日（土）の愛知県高等学校総合体育大会西三河予選（団体戦）では、

１次リーグで３勝して１位通過。２次リーグで２勝１敗のため２位通過。この時点

で県大会出場が決定しました。

４月２６日（日）は、３次リーグ（順位決定戦）で善戦しましたが、３敗で第４

位でした。その後の７・８位決定戦でも敗退し、順位は第８位でした。

(3) ５月２４日（日）の愛知県高等学校総合体育大会（団体戦）では、名北地区第２

シードの千種高校との対戦でした。結果は、善戦しましたが、１勝２敗で惜しくも、

１回戦で負けてしまいましたが、がんばってくれました。卒業生も応援に来てくま

した。対戦後、３年生は、この試合をもって、引退となりました。

(4) ５月３１日（日）の愛知県高等学校春季シングルス半田大会では、２ペアが出場

を果たしました。２ペアともに、予選リーグは２勝で１位通過しましたが、決勝ト

ーナメント１回戦では、がんばりましたが、敗退でした。



(5) ６月６日（土）の第５６回刈谷市長杯ソフトテニス大会（個人戦）では、一般社

会人と高校生の参加によるハイレベルな戦いでした。予選リーグでは、２ペアが勝

ち抜き、決勝トーナメントに進出しました。その後、１ペアは、強豪の社会人を破

り、優勝でした。もう１ペアも、よくがんばり、第３位の成績でした。あと、１ヶ

月後の国体西三河予選（個人戦）に向けて、この調子でがんばって、県代表戦に出

場できるようにしっかりと基礎基本練習を行ってがんばりたいです。

(6) ７月１１日（土）の第７０回国民体育大会ソフトテニス西三河予選会（個人戦）

第１日目では、ベスト３２までが第２日目に出場できます。強豪ひしめく西三河予

選会で本校からは、１ペアが昨年に続き、ベスト３２に進出しました。７月１２日

（日）の第２日目では、勝てば県大会出場ですが、岡崎城西高校に敗れてまいまし

た。敗者復活の内、４ペアが県大会に出場できます。本校も県大会出場を目指して、

敗者復活１回戦に出場しました。④－１で西尾東高校に勝利し、もう１試合勝てば

県大会出場というところまできました。しかし、敗者復活２回戦で惜しくも１－④

で豊田大谷高校に敗れ、県大会には出場できませんでした。この夏休みにしっかり

と練習を行い、秋の新人戦に向けて頑張っていきたいです。

(7) ７月１９日（日）の刈谷市高校選手権大会（個人戦）では、５ペアが出場しまし

た。昨年に引き続き、優勝、準優勝、第三位になり、表彰台を独占しました。この

調子で、来週実施の秋の新人戦の前哨戦といわれている全三河高等学校ソフトテニ

ス大会（団体戦）西三河予選会にも好成績を残して、チームの勢いをつけていきた

いです。

(8) ７月２５日（土）の全三河高等学校ソフトテニス大会（団体戦）西三河予選会で

は、１次リーグで１回戦の足助高校戦では３勝、２回戦の衣台高校戦でも３勝で勝

利しました。３回戦の岡崎商業高校戦でも２勝１敗で勝利し、１位通過しました。

しかし、２次リーグでは、岡崎北高校戦で、１勝２敗で惜敗でした。続く、岡崎

城西高校戦では、３敗で敗北し、２次リーグ第３位のため、全三河大会の本選に進

出ができませんでした。今後は、９月の新人戦に向けて、日々の練習・練習試合を

通して真の実力をつけて頑張っていきます。

(9) ８月８日（土）は、豊川おいでん杯ソフトテニス女子研修大会（団体戦）の予選

リーグが参加９６チームで実施されました。この大会の前の８月４日から６日まで

に合宿練習を行いましたので、その成果を試す良い機会でした。刈谷の１番手から

３番手までは刈谷高校のチームとして出場しました。また、残りの４番手、５番手

も当日、実践女子高校と合同チームで出場しました。本校の結果は、第１試合の星

城高校Ａには、２－④、０－④、２－④で０勝３敗でしたが、なかなか充実した試

合でした。第２試合の静岡県立富士高校とは、④－０、０－④、３－④で１勝２敗

でした。特に最後は、ファイナルゲームで惜しくも敗れましたが善戦しました。

第３試合の菊華高校Ｂでは、３－④、④－１、１－④で１勝２敗で惜しくも敗れて

しまいました。このため次の９日の試合は、４位リーグでの対戦となりました。

８月９日（日）は、Ａ４位リーグで１６チームによるトーナメント戦です。第１

試合は、御津高校との対戦でした。④－１、④－２、④－１で３勝で準々決勝に進

出です。準々決勝は、日頃対戦することのできない県外の三重県立久居高校との対

戦でした。④－０、④－１の２勝で準決勝進出です。準決勝は、岐阜県立大垣商業

高校Ｂとの対戦でした。④－２、３－④、④－１の２勝１敗で、ついに決勝進出で

す。決勝は、静岡県立天竜高校との対戦です。昨年の１２月の第１５回浜松キトル

ス杯大会での対戦以来です。④－２、④－０の２勝で念願の優勝でした。なお、実

践女子高校との合同チームで出場したペアもがんばり、Ｂ３・４位リーグで優勝で

した。８月下旬には、西三河地区の強豪校との練習試合が２試合あります。この練

習試合に向けて、まず全力を尽くして練習を行い、９月の新人戦で県大会出場を目

指してがんばります。



(10) ９月１２日（土）は、愛知県高等学校新人体育大会西三河予選（団体戦）の１日

目です。新チームになっての初めての目標としてきた大会です。１次リーグでは、

まず、最初に安城東高校との対戦でした。④－０、④－１、３－④の２勝１敗でし

た。次に、豊田高校との対戦でした。④－０、④－１、④－０で３勝でした。最後

は、岡崎高校でした。④－０、１－④、④－３で、なんとか２勝１敗で１次リーグ

は１位通過でした。２次リーグです。まず、岡崎東高校との対戦です。

④－２、④－２、④－２で３勝でした。この時点で念願の県大会出場が決定しま

した。次に、豊田大谷高校との対戦でした。２－④、０－④、０－④の３敗でした。

結果は、２次リーグで２位となり、大会２日目の３次リーグ（県大会出場校の順

位決定戦）に進出をしました。

９月１３日（日）は、３次リーグ（順位決定戦）です。まず、１次リーグＣＤの

第１位の三好高校との対戦でした。④－１、０－④、３－④の１勝２敗でした。次

に、１次リーグＡＢの第１位で第１シードの岡崎城西高校との対戦でした。

④ー３、０ー④、１－④の１勝２敗で、大健闘でした。最後は、１次リーグＥＦの

第２位の豊田西高校との対戦でした。④－０、３－④、０－④で惜しくも１勝２敗

でした。３敗で３次リーグ①で第４位ということで、順位決定戦７・８位決定戦で

す。３次リーグ②で第４位の西尾高校との対戦でした。３－④、０－④の２敗でし

た。結果は、第８位でした。まずは、来週の個人戦に全力を尽くします。

(11) ９月１９日（土）は、愛知県高等学校新人体育大会西三河予選（個人戦）の１日

目です。本日は、３回戦、つまりベスト３２までです。このベスト３２に残れば、

１０月３日の全三河大会の個人戦へ出場できます。まず、１回戦です。５番手が登

場です。豊田南高校に④―０で勝利しました。次に３番手です。岡崎東高校相手に

④ー０で勝利しました。４番手は、岡崎工業高校に④―１で勝利しました。次に、

２回戦です。シードの２番手の登場です。強豪の岡崎城西高校に善戦しましたが、

２―④で負けてしまいました。５番手は、シードの豊田大谷高校に１―④で敗戦で

した。３番手は、強豪の安城学園高校に④―０で勝利しました。シードの１番手の

登場です。豊野高校に④―０で勝利しました。４番手は、岡崎商業高校に３―④で

敗戦でした。いよいよ、ベスト３２をかけた３回戦です。３番手は、岡崎北高校に、

惜しくも２―④で敗戦でした。１番手は、松平高校に４―③で勝利し、念願のベス

ト３２にはいり、全三河大会個人戦に出場です。

９月２０日（日）は県大会出場をかけての戦いです。まず、シードの豊田大谷高

校の１番手の選手との対戦でした。大変白熱した試合でしたが、惜しくも、１―④

で敗戦でした。次は、敗者復活１回戦です。ここで勝てば県大会出場です。西尾東

高校との対戦で、④―２で勝利して、念願の県大会出場です。１０月３日（土）の

全三河大会個人戦、１０月１０日（土）の全三河対抗戦（６月実施の刈谷市長杯の

個人戦優勝者が出場）の一般の部個人戦、１０月２５日（日）の県大会個人戦、

１０月３１日（土）の県大会団体戦に向けて、この１ヶ月は通常の練習と練習試合

による実践形式も取り入れて頑張ります。

(12) １０月３日（土）は、全三河大会（個人戦）です。この大会は、西三河、東三河

のそれぞれの県新人戦の予選会のベスト３２に残ったペアで行われます。本校の出

場の１ペアが１回戦の国府高校と対戦しました。結果は、２ー④で１回戦敗退でし

た。この試合で課題が明確になったので、来週の全三河対抗戦にその反省をいかし

て、がんばります。

(13) １０月１０日（土）は、全三河対抗戦大会（団体戦）です。この大会は、本校の

ペア以外は全員社会人です。１回戦の２試合目に出場です。岡崎市の代表者との対

戦でした。結果は、０－④でした。２回戦の２試合目に出場です。碧南市の代表者

との対戦でした。結果は、２－④でした。３回戦の２試合目に出場です。豊田市の

代表者との対戦でした。結果は、１－④でした。



やはり、さすが社会人という印象でした。この経験を生かして、県大会をがんば

ってほしいいものです。

(14) １０月２５日（日）は、新人戦県大会（個人戦）です。相手は、名南地区予選ベ

スト８の選手が相手です。３－④（ファイナル８－１０）でした。よく粘りました

がもう一歩でした。本日の反省を来週の新人戦県大会（団体戦）で活かしてがんば

っていきたいです。

(15) １０月３１日（土）は、新人戦県大会（団体戦）です。相手は、尾張地区予選第

１位通過の津島北高校です。結果は、第１試合は、１－④で敗戦でした。つづいて、

第２試合は、④－２で勝ちました。いよいよ、チームの勝敗を分ける第３試合です。

３－④（ファイナル４－７）で惜しくも敗戦でした。この試合は、本校の弱点であ

った試合の入りではすべて勝つことができました。今後は、多くの試合による実戦

を経験して、勝負にこだわった試合を行えるようにしていきます。

(16) １１月７日（土）は、西三河高等学校ソフトテニス選手権大会（個人戦）です。

女子Ａ級の部では、本校から３ペアが出場しました。１回戦は、本校２－④岡崎北

本校④－１岡崎北、本校④－０西尾でした。

２回戦は、本校２－④豊田東、本校２－④豊田西でした。この試合で本校の弱点

が露呈しましたので、次の試合では、修正してがんばりたいです。

女子Ｂ級の部では、本校から２ペアが出場しました。２回戦からで、本校④ー２猿

投農林、本校④－１足助でした。３回戦は、本校④－１刈谷北、本校④－３松平で

した。４回戦は、本校④－１愛産大三河、本校④－２豊田でした。

５回戦では、本校１－④岡崎東、本校３－④岡崎北でした。ベスト１６です。よ

くがんばりました。次の試合もこの調子でがんばってほしいものです。

(17) １２月５日（土）は、刈谷市ソフトテニス選手権大会（個人戦）です。この大会

は、１１月８日の実施日と１５日の雨天予備日が天候不良になり延期になりました。

日頃対戦できない一般社会人・高校生・中学生と相手との試合です。５ペアが出場

しました。優勝、準優勝、になり、表彰されました。決勝は、本校同士の対戦で、

ファイナルまで戦う熱戦でした。次の目標は、１２月２３日（水）に実施される、

三好ＣＵＰ大会（研修大会）です。この大会は、西三河地区の本校を含めた強豪５

校（県大会出場校レベルの公立高校）で実施します。なんとか、この大会でがんば

ってよい結果を残したいです。さて、この冬にいかにして力を落とさずに春の総体

予選を迎えるかが公立高校の課題です。この課題を解決するためにこの冬は、日々

の練習はもちろんのこと、実戦の練習試合を数多く行います。

(18) １２月２３日（水）は、第１回三好ＣＵＰ大会（個人戦）です。この１２月に目

標としていた大会です。西三河地区の本校を含めた強豪５校２９ペア（豊田西、豊

田北、三好、松平、刈谷）です。

１回戦は、本校は４ペアの出場です。

本校④－０豊田北、本校３－④豊田西、本校④－３豊田西、本校④－１豊田西

２回戦は第２シードの本校１ペアが出場するので、４ペアです。

本校④－０豊田西、本校④－３松平、本校０－④豊田北、本校④－１豊田北

３回戦（準々決勝）は、本校３ペアの出場です。

本校２－④三好、本校④－３豊田北、本校２－④松平

４回戦（準決勝）は、本校１ペアの出場です。本校３－④三好

３位決定戦です。本校１－④松平

さすがに、実力が拮抗していたので、苦しい試合が多かったです。次回は各校顧

問の先生方の御協力で１月２４日（日）に第２回三好ＣＵＰ大会が実施されること

になりました。この大会をまずは、目標にしてこの１ヶ月間は練習していきます。

(19) １月２４日（日）は、第２回三好ＣＵＰ大会（個人戦）です。この１月に目標と

してきた大会です。このチームでの最終目標は、４月の総体西三河予選で勝ち、５



月の総体県大会出場です。そのために、短期的目標をクリアして最終目標に到達す

るためとして、位置づけているのがこの大会です。

１回戦は、本校は３ペアの出場です。

本校は不戦勝、本校④－１豊田西、本校２－④豊田北

２回戦は第３シードの本校１ペアが出場するので、３ペアです。

本校④－３豊田西、本校④－１豊田北、本校④－１豊田

３回戦（準々決勝）は、本校２ペアの出場です。

本校④－２豊田北、本校④－３松平

４回戦（準決勝）は、本校２ペアの出場です。本校同士の戦いになりました。

本校：１番手３－④２番手

決勝戦は、本校２番手の出場です。

本校２－④豊田北 本校準優勝

３位決定戦は本校１番手の出場です。

本校３－④豊田西

この試合の後の時間で、練習試合をしました。１番手。２番手・３番手はがんば

り、８戦全勝でした。ただ、この大会では、本校の欠点である試合への入りが悪く、

１ゲーム目を落とすことが多かったので、今後の反省点としていきたいです。この

ことを、念頭に置き、３月５日（土）の西三河高等学校ソフトテニス選手権大会（団

体）に向けて、練習試合や日々の練習にがんばります。

(20) ３月５日（土）は、西三河高等学校ソフトテニス選手権大会（団体戦）です。い

よいよ、４月の総体西三河予選で勝ち、５月の総体県大会出場のための前哨戦の始

まりです。Ａ級・Ｂ級とレベル別ですが、本校は、２チームとも団体戦のＡ級で出

場することにしました。

１回戦は、本校はＡとＢの出場です。

・刈谷Ａは２勝１敗で２回戦進出です。

刈谷Ａ④－０松平Ａ、刈谷Ａ１－④松平Ａ、刈谷Ａ④－０松平Ａ

・刈谷Ｂは２ペアのため１つ負ければ敗退の状況です。２つ勝ちましたが、３番

目はオープン参加となり、結果は１勝２敗でした。

刈谷Ｂ④－２豊田西Ａ、刈谷Ｂ２－④豊田西Ａ、刈谷Ｂ④－２豊田西Ａ

２回戦は本校Ａチームです。

・刈谷Ａは０勝２敗で２回戦敗退です。

刈谷Ａ２－④刈谷北Ａ、刈谷Ａ３－④刈谷北Ａ、２試合目で敗戦が決まった

ので打ち切り。打ち切り前までは参考に刈谷Ａ３－０刈谷北Ａでした

この大会では、先週の横須賀高校・春日井東高校との練習試合は試合の入りが

良く有利に試合を進めることができました。しかし、この試合では、入りが悪い状

況が目につきましたので、この欠点を克服するために技術面だけではなく、精神面

でも、もう一度立て直しをして、来週の刈谷市中学・高校新人ソフトテニス大会（個

人戦）に向けて調整をしていきます。今回惜敗した刈谷北高校と対戦しますので、

この１週間で調整をして頑張ります。

(21) ３月１３日（日）は、刈谷市中学・高校新人ソフトテニス大会（個人戦）です。

先週、刈谷北高校に負けて、準決勝にいけませんでしたので、何としても勝ちたい

ところでした。

１回戦：刈谷③－０刈谷東中、刈谷③－０朝日中

２回戦：刈谷④－０刈谷北、刈谷④－０依佐美中、刈谷④－０刈谷南中、刈谷④－０依佐美中

３回戦：刈谷１－④刈谷北、刈谷④－３刈谷北、刈谷④－０刈谷北、刈谷④－０刈谷北

４回戦：刈谷④－２刈谷北、刈谷④－１依佐美中、刈谷④－２刈谷北

準決勝：刈谷２－④刈谷北、刈谷④－２刈谷

決 勝：刈谷３－④刈谷北



この大会では、先週の刈谷北高校との試合は惜敗だったので、気を引き締めて戦

いました。結果は、１番手同士で決勝を戦い本校はファイナル５－７で負けてしま

いましたが、準優勝。そして、第３位に２ペアが表彰されました。反省は、やはり、

試合の入りにより勝負が左右されましたので、次の３月２３日の第９回ＴＳＢカッ

プ大会（団体戦）で特にそのことを気を付けて戦います。

(22) ３月２３日（水）は、第９回ＴＳＢカップ大会（団体戦）です。３４校が出場し

ていて、愛知県全体からの参加校がありました。

１回戦：シードのため試合なし。

２回戦：刈谷②－１春日井東（新人戦県大会個人戦出場校）

（刈谷２－④春日井東、刈谷④－１春日井東、刈谷④－０春日井東）

準決勝：刈谷０－２岡崎城西高校（全国大会出場校）

（刈谷２－④、刈谷２－④）

この大会では、準決勝で岡崎城西高校と対戦となりました。しかし、本校の選手

は、よく粘り、もう一歩のところまでいきました。この調子で今後頑張っていきた

いです。

(23) ３月２６日（土）は、第１６回浜松キトルス杯大会一般・高校生の部（個人戦）

です。愛知・岐阜・静岡から大学生・高校生・中学校が２５ペアが出場しました。

予選リーグ

本校３ペアが１位通過。２ペアが２位通過。

決勝トーナメント

１回戦：刈谷④－３刈谷。刈谷２－④常葉大学。刈谷④－１三ヶ日・浜北北部中

刈谷０－④岐阜県立長良高校

２回戦：刈谷④－１静岡県立佐久間高校。刈谷④－１浜名・水窪中学

準決勝：刈谷３－④常葉大学。（刈谷第３位） 刈谷④－２岐阜県立長良高校

決 勝：刈谷④－３常葉大学（刈谷優勝）

この大会では、決勝トーナメント１回戦で本校どうしの対戦となってしまいまし

た。試合の入りが悪いとうまくいかないことが表れた試合でした。そして、この接

戦をものにしたこのペアは、見事に第３位で表彰されました。また、もう１ペアは

見事粘ってファイナルを制し優勝でした。いよいよ、４月２３日から総体西三予選

が始まります。あと、１ヶ月、この大会に向けて頑張っていきます。


