
平成２６年度 部活動成績（４月～１１月） 
 

野球部 

【全国高等学校選手権香川大会】 

１回戦敗退 

【秋季四国高等学校選手権香川大会】 

第３位（四国選手権大会出場） 

【秋季四国高等学校選手権大会】 

   出場 

 

柔道部 

【香川県高等学校総合体育大会】 

男子 団体の部 １回戦敗退 

女子 団体の部 １回戦敗退 

女子 個人４８ｋｇ級 優勝 須藤伽恋（全国大会出場・四国選手権大会出場） 

  女子 個人４８ｋｇ級 第３位 宮井桃花 

   女子 個人６３ｋｇ級 第３位 野崎若華 

【四国高等学校選手権大会】 

   女子 個人４８ｋｇ級 第３位 須藤伽恋 

【香川県高等学校新人大会】 

   男子 団体の部 ベスト８ 

女子 団体の部 準優勝 

   女子 個人４８ｋｇ級 優勝 須藤伽恋 

女子 個人５２ｋｇ級 優勝 山下詩園 

女子 個人５７ｋｇ級 準優勝 山下明日香 

 

剣道部 

【香川県高等学校総合体育大会】 

男子 団体の部 １回戦敗退 

    男子 個人の部 ベスト１６ 渡壁保範 

【香川県高等学校新人大会】 

   男子 団体の部 ベスト８ 

 

卓球部 

【香川県高等学校総合体育大会】 

男子 団体の部 ２回戦敗退 

女子 団体の部 １回戦不戦敗 

【香川県高等学校新人学年別大会】 

   女子１年生の部 第３位 玉井玲菜 

【香川県高等学校新人大会】 

   男子 団体の部 ２回戦敗退 

   女子 団体の部 ベスト８ 

 

バスケットボール部男子 

【香川県高等学校総合体育大会】 



男子の部 １回戦敗退 

【香川県高等学校新人大会】 

   男子の部 ２回戦敗退 

 

テニス部 

【香川県高等学校総合体育大会】 

男子 団体の部 ベスト８ 

  男子 個人シングルス ベスト１６ 原田泰知 

男子 個人ダブルス ベスト１６ 岸野・渡辺ペア 

【香川県高等学校新人大会】 

   男子 団体の部 ２回戦敗退 

   男子 個人シングルス ベスト３２ 林 勇希 

   男子 個人ダブルス ベスト１６ 渡辺・山神ペア 

 

バレーボール部 

【香川県高等学校総合体育大会】 

女子の部 準優勝（四国選手権大会出場） 

【四国高等学校選手権大会】 

   女子の部 １回戦敗退 

【国民体育大会バレーボール競技】 

少年女子の部 出場 三谷佳香・山本みさき 

 

弓道部 

【香川県高等学校総合体育大会】 

男子 団体の部 ベスト８ 

   女子 団体の部 予選敗退 

【香川県高等学校弓道大会】 

男子 団体の部 第３位 

【香川県高等学校弓道選手権大会（全国選抜予選）】 

   男子団体の部 ６位（予選敗退） 

   女子団体の部 ５位 

   女子個人の部 第３位 髙木真奈美 

 

ソフトテニス部 

【香川県高等学校総合体育大会】 

女子 団体の部 ２回戦敗退 

 

サッカー部 

【香川県高等学校総合体育大会】 

男子の部 ２回戦敗退 

【全国高等学校選手権大会香川県大会】 

男子の部 ３回戦敗退 ベスト１６ 

 

 

ワープロ部 



【香川県高等学校選手権大会】  

団体の部 第４位（四国選手権大会出場） 

   正確賞 瀬尾 茜 

  技能賞 山口真奈 

【四国高等学校選手権大会】  

   出場 

【香川県高等学校新人競技大会】 

団体の部 第３位 瀬尾 茜・臼井三早貴・橋本隆志郎 

個人の部 第３位 瀬尾 茜・臼井三早貴 

   技能賞 橋本隆志郎・山口真奈・笠井美和・森本雅也・石本眞理香・牟禮悠統・髙杉建太朗 

・猪塚彩加 

正確賞 島本莉歩 

１年生の部 第１位 臼井三早貴 第６位 石本眞理香 

 

 

書道部 

【四国大学第４３回全国高校書道展】 

  特選  千田遥香 

  準特選 高﨑華衣・淀 紀清 

【第３回うどん県書道パフォーマンス大会】 

  書道パフォーマンス出場 

 

 

吹奏楽部 

【全日本吹奏楽コンクール香川県大会】 

   銅賞 

【オータムフェスティバルｉｎ志度ＪＡＺＺコンサート】 

   出演 

 

美術部 

 

 

茶華道部 

 

ロボット研究部 

【全国選抜高校生溶接コンクール】 

   出場 丸山聖也 

【四国地区高校生溶接技術競技会】 

被覆アーク溶接の部 団体 第３位 香西篤史・丸山聖也・岡田 響 

【第２２回全国高等学校ロボット競技会香川県予選】 

第２位 ロボット名「源内ＺＥＲＯ」 佐藤春陽・尾﨑元紀（全国大会出場） 

   第４位 ロボット名「ＷＥＬＤＥＲ」 藤岡侑典・長田拓真 

【第２２回全国高等学校ロボット競技会】 

ロボット名「源内ＺＥＲＯ」 佐藤春陽・尾﨑元紀 

 



技術部 

 

家政部 

 

コンピュータ部 

 

ビジネス計算部 

【香川県高等学校珠算・電卓競技大会】 

珠算 団体競技の部 第２位 清水・松原・佐藤（四国選手権大会出場） 

電卓 団体競技の部 第２位 北迫・岡村・朝國（四国選手権大会出場） 

伝票算の部 第２位 北迫沙絵  

第３位 岡村夏見 

応用計算の部 第３位 北迫沙絵 

【四国高等学校珠算・電卓競技大会】 

珠算の部 団体 第３位 清水千秋・松原愛歌・佐藤穂乃花 

電卓の部 団体 第３位 北迫沙絵・朝國恭平・岡村夏見 
個人総合 第３位 北迫沙絵 

個人伝票算 第３位 岡村夏見 

【香川県高等学校新人大会】 

珠算の部 団体 第２位 清水千秋・松原愛歌・佐藤穂乃花 

     個人読上暗算 第２位 清水千秋 

第３位 松原愛歌 

電卓の部 団体 第２位 岡林 朋・河内芙実・山上雅史 
個人総合 第３位 岡林 朋 

個人伝票算 第２位 岡村夏見 

 

新体操同好会 

【香川県新体操選手権大会】 

  個人総合 第６位・フープ 第６位・ボール 第８位 年國寧  々

【香川県高等学校総合体育大会】 

個人総合 第１１位・リボン 第１４位・フープ 第１０位 年國寧  々

 【獅子たちの里 三木まんで願】 

   ダンスパフォーマンス出場 

【香川県高等学校新人大会】 

   個人総合 第４位・クラブ 第３位・ボール 第４位 年國 寧々 

 

その他 


