
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５人、２年生４人、３年生６人の合計１５人

の生徒が所属しています。３年生は、４月の総体西三予選団体戦をもって、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、８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）：３回戦敗退（１ペア）。
２ 総体西三予選（団体戦）：一次リーグ１位、２次リーグ２位。県大会出場第８位
３ 総体県大会（団体戦）：１回戦敗退（対千種高校）
４ 愛知県高等学校春季シングルス半田大会：決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦敗退（２ペア）
５ 第５６回刈谷市長杯ソフトテニス大会（個人戦）：優勝、第３位
６ 国体西三予選（個人戦）：ベスト３２（１ペア）
７ 刈谷市高校選手権大会（個人戦）：優勝、準優勝、第３位。
８ 全三河西三予選（団体戦）：１次リーグ１位。２次リーグ３位 全三河大会出場ならず

９ 第7回豊川おいでん杯（団体戦）：１次リーグ４位。４位リーグ優勝
10 新人戦西三予選（団体戦）：１次リーグ１位、２次リーグ２位。 県大会出場
11 新人戦西三予選（個人戦）：ベスト１７（１ペア）。県大会出場、全三河出場
12 全三河大会（個人戦）：１回戦敗退（対国府高校）
13 全三河対抗戦大会（団体戦）：第３位
14 新人戦県大会（個人戦）：１回戦敗退（対昭和高校）
15 新人戦県大会（団体戦）：１回戦敗退（対津島北高校）
16 西三河選手権大会（個人戦）：A級２回戦敗退。B級ベスト１６（１ペア）。
17 刈谷市ソフトテニス選手権大会（個人戦）：優勝、準優勝
18 西三河団体選手権大会（団体戦）：Ａ級 刈谷Ａ ２回戦敗退。刈谷Ｂ １回戦敗退。
19 刈谷市中学・高校新人ソフトテニス大会（個人戦）：準優勝。第３位（２ペア）
20 第９回ＴＳＢカップ高校選手権大会（団体戦）：３回戦敗退（対岡崎城西高校）ﾍﾞｽﾄ16
21 第１６回浜松キトルス杯大会（個人戦）：優勝、第３位

３ 本年度の戦績
(1)４月２３日（土）は総体西三河予選個人戦です。３年生の最後の大会です。この大
会に向けて、秋から冬にかけてしっかり練習をしてきました。頑張りましたが、２日
目に進出できず、個人戦では県大会に進出はできませんでした。来週の団体戦でも全
力で頑張ります。
１回戦：刈谷④－１豊野 刈谷④－０豊田南 刈谷④－１安城東 刈谷④－２安城東

刈谷２－④安城 刈谷０－④豊田大谷
２回戦：刈谷④－０吉良 刈谷④ー３岡崎 刈谷１－④豊田大谷 本校０－④豊田大谷
３回戦：刈谷０－④豊田東 刈谷０－④豊田大谷
(2)４月３０日（土）は総体西三河予選団体戦です。１日順延になりましたが、選手は
集中して試合を行い、頑張りました。結果は、惜しくも県大会に出場できませんでし
た。しかし、この３年生諸君が全力で試合に取り組んだ姿勢は、後輩の心にも残った
と思います。３年生諸君は、今後は、この部活動で得た短時間で集中して、何事にも
全力で取り組むことをあらゆる場面で生かしていって欲しいと思います。
１次リーグ：刈谷③－０吉良 刈谷②－１猿投農林 刈谷０－③岡崎北

２勝１敗で１次リーグ第２位
２次リーグ：刈谷０－③岡崎城西 刈谷１－②安城学園 刈谷０－③岡崎北

０勝３敗で２次リーグ第４位（３次リーグ進出ならず）ベスト１６



(3)６月１１日（土）は第５７回刈谷市長杯個人戦です。雨天順延で１週間延期になり
ました。新チームになって初めての公式試合です。この大会のために、５月２８日
（土）に西三河の強豪校の安城学園高校・岡崎北高校・西尾東高校との練習試合を行
い、実践形式に少し対応してきました。善戦しましたが、社会人の壁は厚く勝てませ
んでした。やはり、試合の入りが悪いと劣勢になり、なかなか自分たちの試合をさせ
てもらえませんでした。このことを反省して、６月１８日（土）には半田農業高校、
１９日（日）には三好高校と練習試合をさせていただきました。ここでも、試合の入
りが良くないと有利に展開できず、苦労しました。この反省を生かして、新チームで
最初の大きな目標である７月９日（土）・１０日（日）の国体西三予選（個人戦）に
臨みます。
１次リーグＡ：刈谷④－１刈谷北 刈谷３－④刈谷ｸﾗﾌﾞ Ａリーグ２位敗退

Ｃ：刈谷④－０刈谷北 刈谷④－１刈谷北 Ｃリーグ１位決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出
Ｄ：刈谷０－④刈谷北 刈谷１－④刈谷北 Ｄリーグ３位敗退
Ｆ：刈谷④－０刈谷北 刈谷④－１刈谷北 Ｆリーグ１位決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦:刈谷１－④刈谷ｸﾗﾌﾞ 刈谷０－④刈谷ｸﾗﾌﾞ ベスト８（２ペア）
(4)７月１０日（日）は国体西三予選個人戦です。１日順延になりました。この大会で
は、本校の本年度の課題であるサーブの正確さが問われる大会でした。練習からの心
配が的中してしまいました。ダブルフォールトによる失点が多く苦戦した試合が多か
ったので、来週の７月１７日（日）の刈谷市高校選手権大会（個人戦）までには、修
正をして試合に臨みます。
１回戦：刈谷３－④松平 刈谷④－０岡崎 刈谷０－④岡崎東 刈谷④－２豊田東

刈谷・西尾０－④豊田大谷
２回戦：刈谷④－３豊田東 刈谷④ー１鶴城丘
３回戦：刈谷３－④松平 刈谷１－④豊田大谷 （２ペア・ベスト６４）１日目敗退
(5)７月１７日（日）は刈谷市高校選手権大会個人戦です。この大会のために、先週の
試合の結果を反省して、欠点を集中して練習をしました。意識改革にもつながり、き
ちんと結果を残してくれました。来週からは、７月２３日（土）に大府東高校、２４
日（日）に半田高校、３０日（土）に横須賀高校・春日井東高校との練習試合を予定
しています。そして、８月２日から５日まで合宿練習をして、８月の目標の１つであ
る、全三河西三予選大会団体戦、豊川おいでん杯大会団体戦に臨みます。
１回戦：刈谷④－０刈谷北 刈谷④－２刈谷北（ｵｰﾌﾟﾝ）刈谷０－④刈谷北

刈谷④－０刈谷北 刈谷④－２刈谷北
２回戦：刈谷④－０刈谷北 刈谷④－２刈谷北
準決勝：刈谷④－１刈谷北 刈谷④－１刈谷 第３位
決 勝：刈谷④－３刈谷（ﾌｧｲﾅﾙ7－3） 優勝、準優勝
(6)８月５日（金）は全三河西三河大会予選団体戦です。この大会のために、先週の練
習試合の結果を反省して、欠点を集中して、２泊３日で合宿練習をしました。しかし、
新チームの欠点であるサーブがうまく決まらず、本大会に進出できませんでした。来
週からは、８月１０日（水）に西三河の強豪校の岡崎東高校と練習試合をさせていた
だきます。そして、翌１１日（木）・１２日（金）に豊川おいでん杯大会団体戦があ
ります。ここで、欠点を少しでも修正して、結果を残したいです。
１次ﾘｰｸﾞ：刈谷③-０豊野 （④-３、④-２、④-０）

刈谷０-③豊田大谷（０-④、２-④、１-④） １次リーグ第２位通過
２次ﾘ-ｸﾞ：刈谷③-０鶴城丘 （④-０、④-３、④-３）

刈谷０-③松平 （３-④、１-④、３-④）
刈谷０-③豊田大谷（１次の結果をいかす）

３チームが１勝２敗（得失点差で３位）：２次リーグ第３位のため本大会進出できず
(7)８月１１日（木）は第８回豊川おいでん杯大会団体戦です。この大会のために、前
日の１０日（水）に西三河の強豪校で全三河西三予選第６位通過校の岡崎東高校と練
習試合をさせていただき、欠点をしっかり認識して、試合に臨みました。きちんと結
果を残し、１次予選で第１位、２次予選（順位決定戦）でも勝利し、 １位通過でした。
一方、Ｂチームは中川商業Ｂとの合同で試合に出場しました。１次予選で第４位、２
次予選（順位決定戦）で勝利し、第3位通過でした。



１次予選：刈谷③-０静岡沼津中央（④-０、④-０、④-０）
刈谷③-０常滑 （④-１、④-１、④-１）
刈谷③-０新城東Ａ （④-０、④-０、④-０） ３勝で１位通過

２次予選：刈谷②-１静岡清水東Ａ（④-０、２-④、④-３）
順位決定戦：この勝利で次の１２日の３次予選は１位ゾーンへ進出
１次予選：刈谷Ｂ・中川商業Ｂ０-③静岡県立富士Ａ

刈谷Ｂ・中川商業Ｂ１-②豊丘Ｂ
刈谷Ｂ・中川商業Ｂ０-③豊田大谷 ０勝３敗で４位通過

２次予選：刈谷Ｂ・中川商業②-１鶴城丘Ｂ
順位決定戦：この勝利で次の１２日の３次予選は３位ゾーンへ進出
(8)８月１２日（金）は第８回豊川おいでん杯大会団体戦の２日目です。前日に自分か
らのミスが多かったので、精神力を強める方法を試合前に指導して試合に臨みました。
その結果、生徒諸君はよく頑張り、１１２チーム参加の内、ベスト８に入ることができ
ました。準々決勝の菊華Ａとは２試合ともファイナルまで粘り善戦しました。一方、
Ｂチームも善戦しました。来週は校内でもう一度、基本練習を行い、基礎基本の確認
をし、夏休みの締めとして、再来週からの西三河強豪校である岡崎北高校、安城高校、
西尾高校、豊田西高校との練習試合を行い、９月からの新人戦に備えます。
３次予選：刈谷③-０三重津商業Ｂ （④-０、④-２、相手校途中棄権）
１位ｿﾞｰﾝ 刈谷③-０大阪薫英女学院Ａ（④-１、２-④、④-０）２勝で１位通過
決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ：刈谷０-②菊華Ａ（３-④ ﾌｧｲﾅﾙ4-7、３-④ ﾌｧｲﾅﾙ4-7）ベスト８
３次予選：刈谷Ｂ・中川商業Ｂ１-②藤ノ花Ｃ ０勝２敗
３位ｿﾞｰﾝ 刈谷Ｂ・中川商業Ｂ１-②浜松修学舎 ３位ｿﾞｰﾝ決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出できず敗退
(9)９月１７日（土）は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の
団体戦の１日目です。７・８月の通常練習、練習試合、各種大会を通じてかなり技術
的に向上してきたのが目に見えてわかってきました。このような状態での大会です。
期待を持って、大会に出場しました。いよいよ結果を残すときがやってきました。
１次リーグは３校リーグ（Ｈ）です。１回戦は全三河大会西三予選でも苦戦した豊

野高校でした。心配していた、試合の入り・ダブルフォールト・レシーブミスの欠点
はみせずに見事にがんばりました。２回戦は、その勢いで全国大会常連校の岡崎城西
高校との試合です。どのペアもよく粘り、１試合勝利することができました。この時
点で１次リーグ２位通過です。県大会に行くためには、２次リーグで２勝しなければい
けません。２次リーグの１回戦は（Ｇ）リーグの１位通過校の松平高校です。全三河
西三予選では、得失点差で本大会進出できなかった相手です。苦戦しましたが、何と
か勝利しました。２回戦は、（Ｇ）リーグの２位通過校全三河大会西三予選第６位の
強豪の岡崎東高校でした。この試合も苦戦しましたが、何とか勝利し、見事県大会出
場です。ちなみに、新人戦は、団体戦において３年連続出場になります。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の団体戦の２日目は県大会出場校決
定校での順位決めです。
１次ﾘｰｸﾞ：刈谷③-０豊野 （④-０、④-０、④-３ ﾌｧｲﾅﾙ7-3）

刈谷１-②岡崎城西（１-④、④-３ﾌｧｲﾅﾙ7-5、０-④）１勝1敗で２位通過
２次ﾘｰｸﾞ：刈谷②-１松平 （④-３ ﾌｧｲﾅﾙ10-8、１-④、④-０）

刈谷②-１岡崎東 （④-０、１-④、④-１）
刈谷１-②岡崎城西（１次の結果をいかす） ２勝1敗で２位通過
県大会出場決定 ３次リーグで県大会の順位決定戦へ出場

(10)９月１９日（祝・月）は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
会の個人戦の１日目です。前日の１８日が天候不順のために団体戦の県大会出場校決
定校での順位決めが延期になったので、個人戦が先に実施されました。１日目は、２
回戦までのベスト６４までです。この試合は、全体に自分からのミスでの失点が多く、
試合展開が不利になり、苦戦しました。このことを反省し、次の団体戦の２日目・個

人戦２日目に臨みます。
１回戦：刈谷０－④安城東 刈谷④－０碧南 刈谷２－④三好
２回戦：刈谷３－④松平 刈谷④－０岩津（ベスト６４で２日目進出）
(11)９月２４日（土）は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の
団体戦の２日目です。今年は天候不順で試合が予備日1日目まで延びました。大会２日
目は３次リーグの後、順位決定戦があり、大切な試合でした。まずは、３次リーグで
す。昨年は１勝もできなかったので、今年は、集中して臨みました。１試合目は、２



次リーグⅡで１位通過の豊田西高校でした。選手は、がんばり３勝でした。２試合目
は、２次リーグⅠの豊田大谷高校でした。善戦しましたが３敗でした。３試合目は、
岡崎高校でした。この試合で１勝すれば、勝たなくても、３・４位決定に進める大事
な試合でした。選手は、よくがんばり、２勝１敗でした。３次リーグ①は２位通過で
した。順位決定戦では、善戦しましたが、３次リーグ②の豊田東高校に１勝２敗で、
西三河予選会では第４位でした。この結果、支部予選大会公立高校の上位２校にはい
れたので、 １２月２３日（木）の第１０回愛知県公立高校ソフトテニスインドア大会への出
場権を獲得しました。この調子で県大会もがんばりたいです。
３次ﾘｰｸﾞ：刈谷③-０豊田西 （④-０、④-０、④-３ ﾌｧｲﾅﾙ7-1）

刈谷０-③豊田大谷 （２-④、１-④、０-④）
刈谷②-１岡崎 （④-２、２-④、④-０）２勝1敗で２位通過

順位決定：刈谷１-②豊田東 （３‐④ ﾌｧｲﾅﾙ2-7、④-０、２‐④）
３・４位：１勝２敗で４位 西三河予選会第４位で県大会出場
(12)９月２５日（日）は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の
個人戦の２日目です。天候不順のために、予備日の２日目の実施でした。１ペアが、
出場でした。岡崎東高校との対戦で勝利し、ベスト３２です。まずは、全三河大会へ
の出場権を手に入れました。あと１つ勝てば県大会出場決定です。しかし、豊田大谷
高校に負けて、敗者復活戦です。この試合で勝てば、県大会へ出場できますが、豊田
東高校に負けてしまいました。最後のチャンスの敗々者復活戦です。この試合は、終
始有利に試合展開を進めてきましたが、全体に自分からのミスでの失点が多く、試合
展開が不利になり、ファイナルになり、またもや松平高校に負けてしまいました。こ
のことを反省し、いかにファイナルで勝つかを考えて、今後の練習に臨みます。まず
は、１０月１日（土）の全三河大会個人戦で結果を残したいです。
３回戦：刈谷④－１岡崎東 ベスト３２ 全三河大会出場決定
４回戦：刈谷０－④豊田大谷
敗復１回戦：刈谷２‐④豊田東
敗復２回戦：刈谷３－④松平（ﾌｧｲﾅﾙ0-7） 県大会出場ならず
(13)１０月１日（土）は全三河高等学校ソフトテニス競技大会（個人戦）です。西三河
と東三河予選でベスト３２以上のペアが出場できます。本校からは１ペアが出場しま
した。１回戦は東三河予選会でベスト３２に入り、県大会に出場する強豪校の豊橋中
央高校のペアでした。試合の入りが悪く、ミスも多かったですが何とか勝利しました。
２回戦は、第１シードの豊田大谷高校でした。このペアの長所がいかせずに試合が終
わってしまいました。粘って、不利な状況における精神力の大切さを学びました。次

の目標である、１０月２９日（土）の県大会までには、弱点を強化して、臨みます。
１回戦：刈谷④－３豊橋中央（ﾌｧｲﾅﾙ8-6）
２回戦：刈谷０－④豊田大谷 ベスト３２
(14)１０月２９日（土）は愛知県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技大会（団体戦）
です。本校は、名南地区の第４位の日進西高校との対戦でした。個人戦でも県大会に
出場している強豪校です。１試合目は、県大会独特の雰囲気の中と強風の影響で、自
分たちのプレーができませんでした。２試合目は、相手校の１番手でした。善戦しま
したが、敗戦でした。３試合目は、本校のペースで試合を進めることができ、勝利し
ました。結果は、１勝２敗で２回戦に進出できませんでした。この試合では、ダブル
フォールトやレシーブミスはほとんどなかったので、今後は、技術面はもちろんです
が、精神面を鍛えて次の１１月５日（土）の西三河高等学校ソフトテニス選手権大会
（個人戦）に臨みます。
１回戦：刈谷１－②日進西（０－④、２‐④、④－１）
(15)１１月５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。この
大会のために１１月３日（木）に強豪校の岡崎東高校・三好高校と練習試合を行いま
した。本校は、Ａ級の部に２ペアとＢ級の部に３ペアが出場しました。Ａ級の部では、
１ペアが１回戦で敗退、もう１ペアが２回戦で敗退でした。試合への入りが悪く、ダ
ブルフォールトやレシーブミスが目立ちました。先週の県大会では、きちっとできて
いたことができず、悔いの残る展開でした。この１週間は、もう一度、基本練習の徹
底を行い、来週の刈谷市ソフトテニス選手権大会に臨みます。一方、Ｂ級の部に出場
した３ペアの結果は、２ペアは１回戦で敗退しました。しかし、１ペアが第３位とな
り、表彰されました。この調子で、来週に臨みます。



Ａ級の部１回戦：刈谷④－０豊田西
刈谷２－④三好

Ａ級の部２回戦：刈谷１－④岡崎
Ｂ級の部１回戦：刈谷２－④安城農林

刈谷０－④西尾
Ｂ級の部２回戦：刈谷④－０岡崎
Ｂ級の部３回戦：刈谷④－３鶴城丘
Ｂ級の部４回戦：刈谷④－１安城東
Ｂ級の部準々決勝：刈谷④－２西尾東
Ｂ級の部準決勝：刈谷２－④豊田大谷 第３位表彰
(16)１１月１３日（日）は刈谷市ソフトテニス選手権大会（個人戦）です。この大会の
ために、前日の１１月１２日（土）に強豪校の鶴城丘と練習試合を行い調整しました。
この大会は、社会人・高校生・選抜された中学生の出場があり、異なった世代との試
合ができる貴重な大会の１つです。本校は、昨年度優勝したので、まず、開会式で優
勝カップ返還から始まりました。予選リーグで、Ａ～Ｇの７つブロックで１位通過し
たペアが決勝トーナメントに進出できます。本校からは４ペアが出場しました。３ペ
アが１位通過で決勝トーナメントに進出できました。決勝トーナメントで本校の校内
対決もありましたが、優勝・準優勝・第３位と独占できました。今後は、もう一度、
基本練習をじっくりやり、次の１２月２３日（金）の第１０回愛知県公立高校ソフト
テニスインドア大会と翌２４日（土）の第３回三好ＣＵＰ（三好、豊田西、豊田北、

松平、本校出場）を目指していきます。
Ａブロック：刈谷④－０刈谷北

刈谷④－２刈谷朝日中学
刈谷④－０刈谷北 ３勝で１位通過決勝トーナメント進出

Ｂブロック：刈谷④－０刈谷北
刈谷④－１刈谷依佐美中学校 ２勝で１位通過決勝トーナメント進出

Ｄブロック：刈谷０－④刈谷北
刈谷④－０刈谷北 １勝１敗のため決勝トーナメント進出できず

Ｅブロック：刈谷④－１刈谷北
刈谷④－０刈谷富士松中学校 ２勝で１位通過決勝トーナメント進出

決勝トーナメント：刈谷④－１刈谷クラブ
準々決勝 刈谷④－０刈谷北
決勝トーナメント：刈谷④－３刈谷（ﾌｧｲﾅﾙ７－３） 第３位表彰
準決勝 刈谷④－１刈谷クラブ

決勝トーナメント：刈谷④－２刈谷
決勝 優勝、準優勝表彰


