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Topics

2016.8.27 香川県高等学校弓道大会 ＜香川県立琴平高等学校弓道場＞

男子団体の部男子団体の部男子団体の部男子団体の部 優 勝優 勝優 勝優 勝 金地・川村・池田金地・川村・池田金地・川村・池田金地・川村・池田

新チームになっての最初の県大会

2016.8.6 全国高等学校総合体育大会 ＜鳥取県立武道館特設弓道場＞

男子団体の部男子団体の部男子団体の部男子団体の部 第３位第３位第３位第３位 森・植田・金地・池田・大越・角田森・植田・金地・池田・大越・角田森・植田・金地・池田・大越・角田森・植田・金地・池田・大越・角田

インターハイ 初の団体入賞

2016.6.4～5 香川県高等学校総合体育大会 ＜琴平高等学校＞

男子団体の部男子団体の部男子団体の部男子団体の部 優 勝優 勝優 勝優 勝 森・蓮井・植田・金地・大越・川村・角田森・蓮井・植田・金地・大越・川村・角田森・蓮井・植田・金地・大越・川村・角田森・蓮井・植田・金地・大越・川村・角田

インターハイ出場決定 四国総体出場決定

男子個人の部男子個人の部男子個人の部男子個人の部 第２位第２位第２位第２位 金地 哲汰金地 哲汰金地 哲汰金地 哲汰

インターハイ出場決定 四国総体出場決定

第５位第５位第５位第５位 池田 康聖池田 康聖池田 康聖池田 康聖

四国総体出場決定

部員数

１年生 ２年生 ３年生 合 計

男 １１名 １６名 １４名 ４１名

５１名

女 ５名 ４名 １名 １０名

活動時間 平日 16:00～19:00(冬季は18:30まで）

休日 8:30～17:00(8:30～13:00)

※これ以外にも自主練習を行っています。

※原則として、土日のどちらかを休みにとしています。

※高松市総合体育館または高松市東部運動公園で練習を

することがあります。

近年の主な戦績（入賞および上位大会への出場の記録）

平成２８年度

・東讃高等学校弓道射会（春） 男子団体 準優勝

女子個人 第３位

・香川県高等学校総合体育大会 男子団体 優 勝

男子個人 準優勝

・四国高等学校弓道選手権大会（香川県琴平町） 男子団体・男子個人 出場

・全国高等学校総合体育大会［インターハイ］（鳥取県米子市） 男子団体 第３位

男子個人 出場

・紫灘旗全国高校遠的大会（福岡県久留米市） 男子団体 出場

・香川県高等学校弓道大会 男子団体 優 勝

平成２７年度

・東讃高等学校弓道射会（春） 男子団体 第３位

・香川県高等学校総合体育大会 男子団体 準優勝

男子個人 優 勝

・四国高等学校弓道選手権大会（愛媛県松山市） 男子団体 第３位

男子個人 出場

・全国高等学校総合体育大会［インターハイ］（奈良県吉野町） 男子個人 出場

・東讃高等学校弓道射会（秋） 男子団体 第３位

男子個人 優 勝・準優勝

・全国高等学校弓道選抜大会予選 男子団体 優 勝

・四国高等学校弓道新人大会（愛媛県松山市） 男子団体 出場

・全国高等学校弓道選抜大会（栃木県宇都宮市） 男子団体 出場

・会長杯弓道大会（１年生大会） 女子団体 優 勝

平成２６年度

・東讃高等学校弓道射会（春） 男子団体 準優勝

・香川県高等学校弓道大会 男子団体 第３位

・東讃高等学校弓道射会（秋） 男子団体 準優勝

・香川県高等学校弓道選手権大会 女子個人 第３位

・香川県高等学校弓道新人競技大会 男子団体 第３位

男子個人 優 勝

・会長杯弓道大会（１年生大会） 男子団体 優 勝

・阿讃高等学校弓道大会（徳島県鳴門市） 男子団体 優 勝

男子個人 優 勝

平成２５年度

・東讃高等学校弓道射会（春） 男子団体 準優勝・第３位

女子個人 準優勝

・香川県高等学校総合体育大会 男子団体 準優勝

男子個人 準優勝・第３位

女子個人 準優勝

・四国高等学校弓道選手権大会（徳島県鳴門市） 男子団体 ベスト８

男子個人・女子個人 出場

・全国高等学校総合体育大会［インターハイ］（福岡県北九州市） 男子個人・女子個人 出場

・東讃高等学校弓道射会（秋） 女子団体 第３位

・会長杯弓道大会（一年生大会） 男子団体 優 勝

男子個人 第３位

平成２４年度

・東讃高等学校弓道射会（春） 男子団体 第３位

男子個人 優 勝

・香川県高等学校総合体育大会 女子団体 準優勝

男子個人 優 勝

・四国高等学校弓道選手権大会（香川県琴平町） 女子団体 ベスト８

男子個人 優 勝

・全国高等学校総合体育大会［インターハイ］（長野県松本市） 男子個人出場

・香川県高等学校弓道大会 男子団体 優 勝

・東讃高等学校弓道射会（秋） 男子個人 優 勝

・会長杯弓道大会（一年生大会） 男子団体 第３位

・香川県高等学校新人弓道大会 男子団体 第３位

男子個人 準優勝

・阿讃高等学校弓道大会（徳島県鳴門市） 男子個人 第３位

平成２３年度

・香川県高等学校総合体育大会 男子団体 優 勝

・四国高等学校弓道選手権大会（愛媛県松山市） 男子団体 第３位

・全国高等学校総合体育大会［インターハイ］（岩手県盛岡市） 男子団体出場

・香川県高等学校弓道大会 男子団体 優 勝

・東讃高校弓道射会 男子個人 準優勝・第３位

・香川県高等学校新人弓道競技大会 男子団体 第３位

男子個人 優 勝

・全国高等学校弓道選抜大会県予選 男子団体 優 勝

男子個人 準優勝

・四国高等学校弓道新人大会（愛媛県松山市） 男子団体出場

・全国高等学校弓道選抜大会（岐阜県岐阜市） 男子団体・男子個人出場

平成２２年度

・香川県高等学校総合体育大会 女子個人 準優勝

・四国高等学校弓道選手権大会（高知県高知市） 女子個人出場

・全国高等学校総合体育大会［インターハイ］（沖縄県那覇市） 女子個人出場

・会長杯弓道大会（一年生大会） 女子団体 優 勝

・全国高等学校弓道選抜大会県予選 女子個人 優 勝

・全国高等学校弓道選抜大会（鹿児島県鹿児島市） 女子個人出場【震災のため中止】

中学生のみなさんへ
中学生のみなさんは高校生になったら何をし

ようか、どんな部活動をしようかと悩んでいる
人もいるのではないですか。それならぜひ弓道
をやってみませんか。中学校で運動部に入って
いた人ばかりでなく、文化部だった人、部活動
に入っていなかった人も高校に入ってから弓道
部を始める人はいます。経験者でないけど大丈
夫︖と⼼配する⼈もいますが、⾹川県には中学
校に弓道部はありませんから、入部するみんな
が初心者です。
興味を持ってくれた人は、入学してから部活

動紹介や体験入部もあります。入学されたら一
度、⼸道場に⾜を運んでみてください。お待ち
しています。

志度⾼校⼸道部 部⻑


