
平成２９年度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７人、２年生５人、３年生４人の合計１６人

の生徒が所属しています。３年生は５月２１日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、希望者のみです。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。夏休みには、９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・名古屋地
区・東三河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（２ペア）。
２ 総体西三予選（団体戦）：一次リーグ２位、２次リーグ４位。
３ 第５７回刈谷市長杯ソフトテニス大会（個人戦） ベスト８（２ペア）
４ 国体西三予選（個人戦）：３回戦敗退（２ペア）。
５ 刈谷市高校選手権大会（個人戦）：優勝・準優勝・第３位。
６ 全三河西三予選（団体戦）：１次リーグ２位。２次リーグ３位 全三河大会出場ならず

７ 第８回豊川おいでん杯（団体戦）：１次リーグ１位。１位リーグ：ベスト８
８ 新人戦西三予選（団体戦）：１次リーグ２位、２次リーグ２位。予選会第４位県大会出場
９ 新人戦西三予選（個人戦）：ベスト３２（１ペア）。全三河大会出場
10 全三河大会（個人戦）：２回戦敗退（対豊田大谷高校）
11 新人戦県大会（団体戦）：１回戦敗退（対日進西高校）
12 西三河選手権大会（個人戦）：A級１・２回戦敗退。B級第３位（１ペア）。
13 刈谷市ソフトテニス選手権大会（個人戦）：優勝・準優勝・第３位
14 第１０回愛知県公立高校ソフトテニスインドア大会（団体戦）：優勝
15 西三河団体選手権大会（団体戦）：Ａ級 刈谷Ａ ２回戦敗退。
16 刈谷市中学・高校新人ソフトテニス大会（個人戦）：優勝
17 第４０回田原市選手権大会（個人戦）：準優勝
18 第１０回ＴＳＢカップ高校選手権大会（団体戦）：ベスト８（対菊華高校）
19 第１７回浜松キトルス杯大会（個人戦）：優勝・準優勝

３ 本年度の戦績
(1)４月１５日（土）は総体西三河予選個人戦です。３年生の個人戦最後の大会です。
この大会に向けて１月、２月の冬に練習量が落ち、実戦が少なくなるので、それを補
うために数多くの練習試合を行いました。当日は、３会場に分かれて１日目にベスト
３２まで決めます。本校では１ペアが２日目に残りました。２日目の４月１６日（日）
です。ここで勝てば県大会出場決定です。強豪相手に善戦しましたが、敗戦でした。
その後、敗者復活で４試合目までいき、残念ながら県大会出場できませんでした。し
かし、来週の団体戦では、しっかりやってくれると思います。
１回戦 刈谷２－④豊田西 刈谷④－０豊野 刈谷④－０西尾 刈谷④－２岡崎商業
２回戦 刈谷④－０三好 刈谷④－２岡崎 刈谷１－④岡崎城西
３回戦 刈谷④－１豊田西 ベスト３２ ２日目へ
４回戦 刈谷１－④豊田大谷 敗者復活戦１回戦へ
敗復１回戦 刈谷２－④豊田東 敗者復活戦２回戦へ
敗復２回戦 刈谷④－１鶴城丘 敗者復活戦３回戦へ
敗復３回戦 刈谷２－④豊田大谷 敗者復活戦４回戦へ
敗復４回戦 刈谷３－④豊田大谷（ﾌｧｲﾅﾙ5-7）県大会出場ならず。ベスト２８
(2)４月２２日（土）は総体西三河予選団体戦です。３年生の団体戦最後の大会です。
先週の反省を生かして練習をしてきました。なんとしても県大会に出場したい大会で
す。１次リーグは強豪校のリーグになり苦戦しましたが、２次リーグに進出しました。
２次リーグでも健闘し、県大会出場を決めました。４月２３日（日）は、県大会への
順位決めです。３次リーグで３位となり、５・６位決定戦で勝利して、第５位の予選
通過でした。



１次リーグＤ：刈谷②－１三好 （④-１、④-１、２-④）
第４シード 刈谷③－０岡崎東 （④-０、④-３、④-２）

２勝で１位通過２次リーグ進出
２次リーグⅡ：刈谷②－１三好 （④-１、④-１、２-④）１次リーグの結果

刈谷③－０岡崎北 （④-０、④-１、④-２）
刈谷②－１刈谷北 （④-１、④-０、１-④）

３勝で１位通過３次リーグ進出 県大会出場決定

３次リーグ①：刈谷②－１岡崎 （④-０、３-④、④-２）
刈谷１－②豊田西 （④-１、２-④、２-④）
刈谷０－③豊田大谷（２-④、０-④、０-④）

１勝２敗で５・６位決定戦へ
5・6位決定戦：刈谷②－０三好 （④-２、④-３）

西三河予選第５位通過
(3)５月２１日（日）は総体県大会団体戦です。３年生の団体戦最後の大会です。この
大会に向けて、総体県大会出場校の安城学園高校、鶴城丘高校、豊田東高校、三好高
校と練習試合をさせていただき、万全の状態で臨みました。１回戦は尾張地区の津島
高校でした。②－１で本校が勝利しました。しかし、２回戦の東三河地区の豊橋中央
高校戦では、善戦しましたが、１－②で敗れてしまいました。（ベスト１６）その結
果、３年生は、この試合をもって引退になりました。今後は、各自でこの部活で培っ
た集中力をいかして頑張っていってほしいです。
１回戦：刈谷②－１津島 （１-④、④-２、④-３ ﾌｧｲﾅﾙ7-3）
２回戦：刈谷１－②豊橋中央 （０-④、④-３ ﾌｧｲﾅﾙ7-2、０-４）

ベスト１６
(4)６月３日（土）は高等学校シングルス半田大会です。この大会は、県大会出場校か
ら西三支部からの推薦で出場できる１・２年生の大会です。したがって、レベルは高
い大会です。本校からは、２ペア出場しました。１ペアが、予選リーグ２勝で１位通過
しました。その結果を受けて、決勝トーナメントに出場しました。決勝トーナメント
では、２回戦で敗退でしたが、よく善戦したので、今後にこの経験を活かしたいです。
予選リーグ：刈谷③－２豊橋中央 刈谷２－③三好

１勝1敗で2位のため敗退
予選リーグ：刈谷③－２鶴城丘 刈谷③－１三好

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若宮商業
１回戦 準々決勝進出
決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ：刈谷１－④成章
準々決勝 ベスト８
(5)６月４日（日）は第５８回刈谷市長杯ソフトテニス大会です。この大会は、社会人
も参加しているのでレベルが高いです。予選リーグでは、３ペアが１位通過で決勝リ
ーグへ進出しました。残りの３ペアも２位でしたが、決勝リーグには進出できません
でした。決勝リーグの決勝戦は、本校同士の対戦でした。２年ぶりに優勝をし、１０月
１４日の全三河対抗支部大会への出場が決まりました。この大会では各都市の対抗戦で、
社会人の中に本校の生徒だけが高校生として唯一出場します。今後は、７月１日（土）
と２日（日）にある国民体育大会西三予選に向けて、校内練習と練習試合を実施して、
８月の県代表大会に出場できるようにがんばります。
予選リーグＡ：刈谷④－１刈谷北 刈谷１－④刈谷北

１勝１敗で２位のため敗退
予選リーグＢ：刈谷④－０刈谷北 刈谷３－④刈谷北 得失点により１位決定

１勝１敗で1位通過→決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出
予選リーグＣ：刈谷④－２刈谷北 刈谷④－３刈谷ｸﾗﾌﾞ（ﾌｧｲﾅﾙ7-5）

２勝で1位通過→決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出
予選リーグＤ：刈谷④－２刈谷北 刈谷④－１刈谷北 刈谷④－１刈谷北

３勝で1位通過→決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出
予選リーグＤ：刈谷④－２刈谷北 刈谷１－④刈谷 刈谷④－１刈谷北

２勝1敗で２位のため敗退
予選リーグＥ：刈谷④－０刈谷北 刈谷０－④刈谷ｸﾗﾌﾞ 刈谷④－２刈谷北

２勝1敗で２位のため敗退
決勝ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ1回戦：刈谷④－２刈谷 準決勝進出
決勝ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ準決勝：刈谷④－０刈谷北 刈谷④－１刈谷ｸﾗﾌﾞ 決勝進出
決勝ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ決 勝：刈谷④－０刈谷 本校：優勝・準優勝



(6)７月２日（日）は第７２回国民体育大会ソフトテニス競技西三予選大会（個人戦）
１日目です。前日の天候により、１日順延しました。この大会は、２０ペアが県大会
に進出できます。２１１ペアが出場しました。６ペアが参加しました。１回戦で、２
ペアが敗退しました。２回戦は、３ペアが敗退しました。３回戦に勝つとベスト３２
で２日目に進出です。１ペアが２日目に進出しました。
７月８日（土）は第７２回国民体育大会ソフトテニス競技西三予選大会（個人戦）

２日目です。４回戦の相手は、私学の強豪の豊田大谷高校です。ここで勝てば、念願
の県大会出場決定です。ファイナルの末、勝利し、県大会出場決定を果たしました。
ベスト１６です。この大会は、門戸が狭くなかなか県大会に出場することが困難で、本
校では１０年ぶりの快挙です。今後は、８月３日（木）にある第７２回国民体育大会ソ
フトテニス競技県大会と８月５日（土）・６日（日）の全三河西三予選（団体戦）に
向けて、校内練習と練習試合（豊田北高校、鶴城丘高校、若宮商業、成章高校、豊橋
中央高校、豊田西高校、碧南高校、岡崎商業高校、昭和高校、岡崎高校、三好高校）
や刈谷市高校生大会（７月１６日実施）を通して、実力をつけて、がんばります。
１回戦 刈谷３－④豊田東 刈谷④－３吉良 刈谷１－④豊田北 刈谷④－２安城
２回戦 刈谷④－１岡崎商業 刈谷１－④安城学園 刈谷１－④豊田大谷
３回戦 刈谷④－１豊田東 ２日目へ
４回戦 刈谷④－３豊田大谷（ﾌｧｲﾅﾙ７-３） ベスト１６県大会出場
５回戦 刈谷３－④岡崎城西（ﾌｧｲﾅﾙ１-７）
(7)７月１６日（日）は平成２９年度刈谷市高校選手権大会（ソフトテニス競技・個人
戦）です。この大会に向けて、７月９日（日）には豊田北高校、１５日（土）には鶴
城丘高校とそれぞれ練習試合をさせていただきました。実戦形式により自分たちの長
所短所を確認し、テーマをもって試合に臨みました。全体として、まだまだミスも多
かったですが、なんとか勝利をし、優勝と準優勝で表彰されました。
１回戦 刈谷④－０刈谷北 刈谷④－３刈谷北（ﾌｧｲﾅﾙ７-５） 刈谷２－④刈谷北

刈谷④－０刈谷北 刈谷④－１刈谷北 刈谷１－④刈谷北
２回戦 刈谷④－０刈谷 刈谷④－２刈谷北 刈谷２－④刈谷北
準決勝 刈谷④－０刈谷北 刈谷④－２刈谷北
決勝 刈谷④－３刈谷（ﾌｧｲﾅﾙ７-４） 優勝・準優勝
(8)８月１日（火）は第３回田原市高校選抜ソフトテニス大会（団体戦）です。この大
会に向けて、７月２２日（日）には豊田西高校、２９日（土）には岡崎商業高校・昭
和高校、３０日（日）には三好高校・岡崎高校とそれぞれ練習試合をさせていただき
ました。レシーブミスが非常に多く、試合の入りが悪いと不利な状況になり、苦戦し
ました。このことに重点を置いて練習を行い、この大会に臨みました。しかし、試合
では、苦戦し、各自に課題の多くを与えて頂きました。このことを、反省し、３日（木）
の国体県大会（個人戦）、５日（土）・６日（日）の全三河西三予選会（団体戦）に臨
みます。
午前の部 刈谷Ａ×―○三好 刈谷Ａ○―×豊川Ａ
午後の部 刈谷Ａ×―○豊川Ａ 刈谷Ａ○―×渥美農業
午前の部 刈谷Ｂ×―○豊川Ｂ 刈谷Ｂ×―○三好
午後の部 刈谷Ｂ×―○豊川Ａ 刈谷Ａ○―×渥美農業
(9)８月３日（木）は第７２回国民体育大会ソフトテニス競技県大会（個人戦）です。
この大会に向けて。１日（火）に第３回田原市高校選抜ソフトテニス大会に参加させ
て頂き、実戦感覚を身に付けて試合に臨みました。１回戦は名北地区の強豪校の菊華
高校との対戦でした。善戦しましたが、惜敗でした。この試合を反省し、精神面での
強化が必要であると痛感しました。このことを念頭に置き、全三河西三予選会（団体
戦）に臨みます。
１回戦 刈谷３－④菊華 （ファイナル５－７）
(10)８月５日（土）は全三河西三予選会（団体戦）１日目です。この大会の結果は新人
戦の団体戦でのシードに影響します。この大会に向けて、第３回田原市高校選抜ソフ
トテニス大会や第７２回国民体育大会ソフトテニス競技県大会を反省し、精神面での
強化をテーマに臨みました。１次リーグＤは、１勝１敗で２位通過でした。２次リー
グⅡにかろうじて進出できました。２位通過なので、２勝しないと８月２２日（火）
の全三河大会に進出できないので、気合いを入れて試合に臨みました。結果は、２試
合とも勝利し、得失点差でしたが、１位通過で、３次リーグに進出です。この結果、
全三河大会に進出が決定しました。この大会は、本校では１０年ぶりの全三河大会進出
です。８月６日（日）は全三河西三予選会（団体戦）２日目です。この日に全三河大
会での西三河地区での順位を決める重要な試合です。３次リーグ①で２勝１敗で２位
通過でした。３次リーグ②での２位通過校の豊田北高校との対戦です。順位決定戦の
３・４位決定戦に臨みましたが１勝２敗で敗戦で、４位でした。８月２２日（火）の



全三河大会には、西尾高校との練習試合や東海選抜夏季女子高校生ソフトテニス大会
（団体戦）・豊川おいでん杯大会（団体戦）・第１３回静岡新井杯ソフトテニス大会（団
体戦）で実戦感覚を磨いて臨みます。
１次リーグＤ：刈谷③－０岡崎東 （④-０、④-３、④-２）
第４シード 刈谷１－②西尾 （３-④、④-１、３-④）

１勝１敗で２位通過２次リーグ進出
２次リーグⅡ：刈谷１－②西尾 （３-④、④-１、３-④）１次リーグの結果

刈谷②－１豊田西 （④-１、２-④、④-３）
刈谷③－０刈谷北 （④-２、④-１、④-１）

２勝１敗で１位通過３次リーグ進出全三河大会出場決定

３次リーグ①：刈谷②－１豊田東 （④-１、３-④、④-１）
刈谷②－１安城学園 （④-０、３-④、④-０）
刈谷０－③豊田大谷 （０-④、０-④、２-④）

２勝１敗で３・４位決定戦へ
3・4位決定戦：刈谷１－②豊田北 （④-３、１-④、３-④）

西三河予選第４位通過
(11)８月１２日（土）は東海選抜夏季女子高校生ソフトテニス大会（団体戦）です。こ
の大会で推薦されて出場できるのは、４年ぶりです。この大会は、全国から招待され
ていて、インターハイ出場校も参加するレベルの高い大会です。本校からは２チーム
参加させて頂きました。この大会に向けて、８月７日（月）から９日（水）まで２泊
３日で合宿練習を計画しました。しかし、台風５号の影響で、７日（月）は中止にな
り、８日（火）と９日（水）の２日間でしたが、普段できない練習を集中して行いま
した。そして、宿泊することで、部員としての精神的絆も深まったことと思います。
また、大会前日の１１日（木）には、全三河大会西三予選の１次リーグで敗戦した、
強豪校である西尾高校と練習試合をさせて頂きました。このように、今回は準備とし
ては、万全な状態で試合に臨みました。予選Ｂリーグでは、豊川高校、高蔵寺高校に
勝ちましたが、岐阜各務原高校に惜敗し、２位通過でした。２位トーナメントに進出
し、予選Ａリーグ２位通過の若宮商業高校との対戦でした。この試合にも勝利し、決
勝戦に進出でした。しかし、２位トーナメント決勝戦は、コート使用時間切れにより、
終了となりました。この試合も単純なミスが多く、サーブ・レシーブがいかに大切か
を痛感させられました。次の大会には、このことに気を付けて望みたいです。
１次リーグＢ：刈谷③－０豊川 （④-０、④-３、④-０）

刈谷③－０高蔵寺 （④-１、④-１、④-０）
刈谷１－②岐阜県立各務原（④-１、０-④、０-④）

２勝１敗で２位通過 ２位トーナメント進出
２位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ ：刈谷③－０若宮商業 （④-２、④-０、④-１） 決勝進出

刈谷 － 東海商業 （３-１で日没時間切れ）
(12)８月１７日（木）は第９回豊川おいでん杯女子ソフトテニス大会（団体戦）です。
この大会は２日間の予定でしたが、雨天のため１日に縮小して実施されました。６２
チームの参加でレベルの高い大会の１つです。そのため本校からは、Ａチームのみの
参加となりました。予選リーグは、３勝で１位通過でした。決勝トーナメント１回戦
は大垣商業Ａと対戦し、接戦でしたが、何とか勝利し、準決勝進出です。関西中央高
校Ａとの対戦でした。強豪校との対戦でした。よく粘りましたが、負けてしまい、昨
年と同じベスト８でした。この大会も、ダブルフォールトやレシーブミスが多く、課題
がはっきりとした大会でした。
１次リーグＧ：刈谷③－０静岡県中学選抜（④-３、④-０、④-０）

刈谷②－１岐阜美濃加茂Ａ（④-３、④-３、１-④）
刈谷②－１浜松修学舎Ａ （④-０、④-２、棄権）

３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②－１大垣商業Ａ （④-１、１-④、④-３）
１回戦 準々決勝進出
決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ ：刈谷０－②関西中央Ａ （２-④、０-④）

ベスト８
(13)８月１９日（土）は第１３回静岡新井杯ソフトテニス大会（団体戦）です。この大
会は静岡県とその近県から選抜され、インターハイ出場校も参加するレベル高い大会
の１つです。初戦で静岡県ナンバー１の強豪校の浜松商業Ａとの対戦でした。粘りま
したが、敗戦でした。次は、菊華Ｂとの対戦でした。粘り善戦しましたが、敗戦でし
た。３戦目は、清水西高校との対戦でした。何とか勝利し、予選リーグ第３位で、決
勝トーナメントに進出できませんでした。強豪校相手の時には、いかに自分たちのミ
スを減らし、基本に忠実なプレーが要求されるということを学び、よい経験をさせて



頂きました。このことを、いかして次の８月２２日（火）の全三河大会に臨みます。
１次リーグＡ：刈谷０－③浜松商業Ａ （３-④、０-④、０-④）

刈谷１－２菊華Ｂ （④-０、１-④、１-④）
刈谷②－１清水西 （④-１、３-④、④-１）

１勝２敗で３位 決勝トーナメントに進出できず
3・4位戦 ：刈谷②－１焼津Ｂ （④-０、３-④、④-２）
(14)８月２２日（火）は全三河大会（団体戦）です。この大会の結果は西三河から支部
予選会で勝ちの残った８校と東三河から支部予選会で勝ちの残った８校の１６校によ
る対戦です。４つのブロックで予選リーグが行われます。各ブロック１位のみが決勝
トーナメントに進出できます。１試合目は、東三河の国府高校との対戦でした。怪我
をした選手がいたので、ベストメンバーではありませんでした。しかし、何とか勝利
し、チーム力の向上がうかがえた試合でした。２試合目は、西三河の豊田東高校でし
た。１試合目と同様に苦戦しましたが、よく粘り頑張りました。３試合目は、東三河
の豊橋中央高校でした。よく粘り、いいところまでいきましたが、勝てませんでした。
この大会では、やはり、基本であるサーブとレシーブをいかにミスをしないかという
ことを学ばさせていただきました。いよいよ、９月にある新人戦に向けて仕上げの段
階に入ります。そのために、練習試合を行っていきます。８月２６日には、日進西高
校・春日井商業高校、２７日には、東海商業高校、９月２日に豊田西高校と練習試合
をして、新人戦に備えてがんばりた
いです。
１次リーグ：刈谷②－１国府 （④-２、２-④、④-３）
Ｄブロック 刈谷②－１豊田東 （④-０、０-④、④-３）

刈谷１－②豊橋中央（④-２、０-④、３-④）
２勝１敗で２位 決勝トーナメントに進出できず

(15)９月２３日（土）は新人体育大会西三河予選会（団体戦）第１日目です。台風の影
響で、実施予定日の９月１６日・１７日・１８日の３日間が中止になり、この日に延
期になりました。このような状況でも、集中力を保ち、本大会に臨みました。３週間
も実践から遠ざかっていたので、心配しましたがよくがんばりました。一次リーグで
２勝で１位通過。二次リーグで３勝で１位通過でした。この結果、１０月２８日の県
大会への出場が確定しました。ただ、シード決めが残っているので、来週に向けて、
この大会での欠点であるサーブ・レシーブを徹底的に練習していきます。
１次リーグＥ：刈谷③－０岩津 （④-１、④-０、④-２）
第４シード 刈谷③－０岡崎北 （④-１、④-１、④-２）

２勝で１位通過２次リーグ進出
２次リーグⅢ：刈谷③－０岡崎北 （④-１、④-１、④-２）１次リーグの結果

刈谷②－１豊田 （④-１、１-④、④-３）
刈谷②－１安城学園（④-１、④-３、１-④）

３勝で１位通過３次リーグ進出 県大会出場決定

(16)９月２４日（日）は新人体育大会西三河予選会（個人戦）第１日目です。この個人
戦も、台風の影響で、実施予定日の９月１６日・１７日・１８日の３日間が中止にな
り、この日に延期になりました。前日に団体戦で県大会出場を決めたので、その勢い
でこの日に臨みました。しかし、西三河はレベルが高く、苦戦しました。３回戦つま
りベスト３２まで勝てば、２日目に進出できます。本校では、昨年と同様の １ペアが
ベスト３２に進出できました。進出できなかったペアも善戦でした。５月の新チーム発
足以来、５ヶ月が経過し、全体のレベルが高くなってきたことを確信しました。今後
に、期待したいです。そのために、今後は日没が早くなるので効率よく練習をし、
実力をつけていきたいです。
１回戦 刈谷④－０安城農林 刈谷④－１岡崎東 刈谷０－④西尾

刈谷④－０岡崎東 刈谷④－０岡崎東 １ペアはシードのため２回戦より
２回戦 刈谷④－１岡崎商業 刈谷３－④西尾東 刈谷２－④豊野

刈谷２－④豊田大谷 刈谷④－１豊田
３回戦 刈谷３－④豊田大谷

刈谷④－１愛産大三河（ベスト３２ ２日目へ）全三河大会個人戦出場決定
(17)９月３０日（土）は新人体育大会西三河予選会（団体戦）第２日目です。９月２３
日（土）の第１日目で県大会出場が決定しましたので、今日は県大会での順位決めで
す。２日目の３次リーグです。第１試合は、２次予選Ⅰで第２位通過の三好高校です。
本校の選手は、最初の試合はなかなか調子が出ずに苦戦する展開が多いので、心配で
したが、集中してよくがんばり、勝利しました。第２試合は、２次予選Ⅱの２位通過
の豊田西高校です。苦戦しましたが、何とか勝利しました。第３試合は、２次予選Ⅳ
の第１位通過の岡崎城西高校です。本校も、善戦しましたが、完敗でした。今後は、



技術だけでなく、スピード・体力・気力が必要だということを痛感しました。この冬
の課題としたいと思います。結果は、３次リーグ②で第２位でしたので、順位決定戦
では３・４位決定戦です。豊田北高校に、全三河大会の支部予選と同じく、敗れてし
まい、昨年と同様の西三河第４位が決定しました。さっそく、豊田北高校に、１１月
１９日（日）に練習試合をおこなうことになり、もう１度挑戦するの機会をもうけま

した。１０月２８日（土）の県大会では、１つでも多く勝利するためにがんばります。
３次リーグ②：刈谷③－０三好 （④-１、④-２、④-２）

刈谷②－１豊田西 （④-０、０-④、④-２）
刈谷０－③岡崎城西（２-④、０-④、０-④）

２勝１敗で２位。３・４位順位決定戦へ
順位決定戦 ：刈谷１－②豊田北（④-１、０-④、２-④）

順位決定戦4位決定
(18)１０月１日（日）は新人体育大会西三河予選会（個人戦）第２日目です。本日は、
３２ペアが来ています。このうち２４ペアが県大会へ出場できます。本校は１ペアが
出場します。最初の試合で勝利すれば、県大会出場です。第１試合では、なんとか勝
利し、県大会出場が決定しました。第２試合は、ベスト８進出をかけた試合です。善
戦しましたが、惜しくもファイナルゲームで負けてしまいました。この経験を生かし
て、１０月２２日（日）の県大会（個人戦）に向けてがんばります。その日に向けて、
１０月７日（土）は全三河個人戦、１４日（土）は全三河対抗戦（個人戦）、２１日
（土）は松平・春日井商業高校との練習試合があるので、がんばりたいです。
４回戦 刈谷④－２西尾東 県大会出場決定
準々決勝 刈谷３－④豊田大谷 ベスト１６ 第９位
(19)１０月２８日（土）は新人体育大会県大会（個人戦）です。この１０月は週末にな
ると天候不順で、１０月７日（土）は全三河個人戦、１４日（土）は全三河対抗戦（個
人戦）、２１日（土）は松平・春日井商業高校との練習試合が予定されていましたが、
すべて中止になりました。県大会も２２日（土）が台風２１号の影響で延期になり、
本日を迎えました。しかし、台風２２号の影響で小雨が降る中での試合で、途中中断
もありましたが選手は集中力をよく保ちがんばりました。８４ペアがこの県大会に出
場しました。。１回戦は、一宮南高校の選手との対戦でした。ひさしぶりの試合でし
たが、ほぼノーミスで勝利しました。２回戦は、名北地区予選大会の優勝者である菊
華高校の選手です。たいへんよい試合でしたが、あと１歩及ばずファイナルで負けて
しまいました。今度は、県大会の団体戦ですので、もう一度気を引き締めて臨みたい
と思います。
１回戦 刈谷④－０一宮南
２回戦 刈谷３－④菊華（ファイナル０－７） ベスト64
(20)１１月４日（土）は新人体育大会県大会（団体戦）です。この大会は、試合予定の
１０月２８日（土）が延期になり２９日（日）になりましたが、台風２２号の影響で
１１月４日（土）まで延期になりました。会場も一宮市テニスコートから豊田大谷高
校に変更になるなど天候に翻弄された大会でした。しかし、選手たちは集中力を保ち、
たいへんよくがんばりました。１回戦は、知多地区第２位の常滑高校です。２ペアが
県大会個人戦に出場している強豪校です。本校生徒はよくがんばり、３勝で、２回戦
に進出です。２回戦は、名南地区第１位の強豪校の星城高校です。なお、３年前にも
対戦しました。善戦し、惜敗でした。明日、１１月５日（日）は刈谷市選手権大会個
人戦です。今日の反省を活かして明日はがんばってほしいものです。
１回戦：刈谷③－０常滑 （④－０、④－３ ファイナル８－６、④－２）
２回戦：刈谷０－②星城 （２-④、２-④） ベスト１６
(21)１１月５日（日）は刈谷市選手権大会です。この大会は、社会人、高校生、選抜さ
れた中学生が出場し、レベルは高い大会です。昨年は本校のペアが優勝したので、開
会式にて、優勝カップの返還式がありました。７つのリーグ戦で実施されました。決
勝トーナメントには３ペアが勝ち上がりました。決勝トーナメントで、準々決勝で２
ペアが敗北しましたが、１ペアは決勝戦まで勝ち上がりました。しかし、日没のため
１１月１９日（日）の実施となりました。少し間が開きましたが、集中して試合に臨
んで優勝し、連覇することができました。次は、１２月にある第７回三好CUPに向けて
日々精進してがんばります。
予選リーグＡ：刈谷④－０刈谷北 刈谷④－０刈谷東中 刈谷④－０刈谷北

３勝で1位通過→決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出
予選リーグＣ：刈谷④－３刈谷北 刈谷２－④刈谷北

１勝で２位のため敗退
予選リーグＤ：刈谷１－④刈谷クラブ 刈谷２－④刈谷クラブ

２敗で２位のため敗退



予選リーグＥ：刈谷④－１刈谷北 刈谷④－２刈谷北
２勝で1位通過→決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出

予選リーグＦ：刈谷３－④刈谷依佐美中 刈谷３－④刈谷北
２敗で２位のため敗退

予選リーグＧ：刈谷④－３刈谷北 刈谷④－１刈谷北
２勝で1位通過→決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出

決勝ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ1回戦：刈谷３－④刈谷クラブ 刈谷２－④刈谷依佐美中
決勝ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ準決勝：刈谷④－１刈谷依佐美中 決勝進出
決勝ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ決 勝：刈谷④－１刈谷依佐美中 本校：優勝・連覇
(22)１２月２４日（日）は、第７回三好CUP（個人戦）です。この大会は、新人戦で県
大会出場か全三河大会本戦出場校のみが出場できるレベルの高い大会です。この大会
に向けて、練習試合を行い、実戦の感覚を養いました。１２月９日（土）には春日井
商業高校と、１０日（日）には豊田西高校と、１６日（土）には東海商業高校・津島
高校と、１７日（日）には岡崎高校・西尾東高校・猿投農林高校と練習試合を行いま
した。昨年の第５回・第６回三好CUPは本校のペアが優勝したので、３連覇を目指して
大会に臨みました。見事、この大会でも優勝をし３連覇達成です。次回の１月２８日
（日）の第８回三好CUPでもがんばってほしいものです。
１回戦 刈谷２－④三好 刈谷④－１豊田北 刈谷１－④豊田北

刈谷④－０岡崎 刈谷④－２岡崎（オープン）
２回戦 刈谷④－０岡崎 刈谷０－④松平 刈谷０－④豊田北
３回戦 刈谷④－０岡崎 刈谷０－④松平 刈谷０－④豊田北
準決勝 刈谷④－０三好
決 勝 刈谷④－０豊田北 見事３連覇達成
(23)１２月２７日（水）は、第４回田原市高校選抜ソフトテニス研修大会（個人戦）で
す。この大会は、西三地区からは刈谷高校・三好高校、東三地区からは渥美農業高校
・藤の花女子高校、浜松地区からは天竜高校・磐田北高校が参加し、日頃対戦する機
会が少ない高校との大会です。午前中は桂方式で試合を行いました。午後からは、地
区別にそれぞれが分かれて試合を行いました。小雪が舞い、強風の中でも生徒たちは
よくがんばり結果を残しました。１月の第１１回公立高校ソフトテニスインドア大会
に向けて自信になったと思います。
(24)１月５日（金）は、第１１回公立高校ソフトテニスインドア大会（団体戦）です。
昨年は優勝したので、開会式で優勝カップの返還を行いました。予選リーグで６ブロ
ックに分かれて試合が行われました。本校は、抽選の結果Ｃリーグになりました。こ
こは、東海商業高校と高蔵寺高校と刈谷高校の３校で１位校のみが決勝トーナメント
に進出できます。１回戦は東海商業高校との対戦でした。３番勝負で惜しくも敗退し
てしみました。次の高蔵寺高校との対戦はなんとか勝利しましたが、Ｃリーグで第２
位のため予選敗退となってしまいました。このことをしっかりと反省し、１月２８日
（日）の第８回三好CUPではしっかりと仕上げて頑張りたいと思います。
Ｃリーグ１回戦：刈谷１－②東海商業（④-２、１-④、３-④ﾌｧｲﾅﾙ1-7）
Ｃリーグ２回戦：刈谷②－１高蔵寺 （④-１、④-３ﾌｧｲﾅﾙ8-6、３-④ﾌｧｲﾅﾙ5-7）
１勝１敗で２位のため決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出ならず


