
● 運 動 部
部 名 県大会 四国大会 全国大会

野球 2021年度春季四国地区高等学校野球香川県大会 第３位
第103回全国高等学校野球選手権香川大会 優　勝
第103回全国高等学校野球選手権大会（２大会連続21回目） ﾍﾞｽﾄ16
2021年度秋季四国地区高等学校野球香川県大会 ﾍﾞｽﾄ８
2021年度香川県高等学校野球１年生大会（２年連続３回目） 優　勝

サッカー 令和３年度香川県高等学校新人サッカー大会 ﾍﾞｽﾄ４
令和３年度香川県高等学校総合体育大会 ﾍﾞｽﾄ４
高円宮杯ＪＦＡU-18サッカーリーグ2021　香川１部 第２位
高円宮杯ＪＦＡU-18サッカーリーグ2021　香川２部 第４位
第８回全日本U-18フットサル選手権大会　香川県大会 準優勝
令和３年度香川県高校サッカー選手権大会 優　勝
令和３年度第100回全国高校サッカー選手権大会 出　場

女子ハンドボール 香川県高等学校総合体育大会 優　勝
四国高等学校総合体育大会 優　勝
全国高等学校総合体育大会 出　場
国体県予選　 優　勝
国民体育大会 大会中止
県新人大会 優　勝
選抜県予選 優　勝
選抜四国予選 大会中止

男子ハンドボール 香川県高等学校総合体育大会　代替大会 ﾍﾞｽﾄ４
国体県予選　 大会中止
県新人大会 ﾍﾞｽﾄ４
選抜県予選 ﾍﾞｽﾄ４

テニス

ﾍﾞｽﾄ４
女子ダブルス

江岡　佳優　・　大澤　光生　ペア ﾍﾞｽﾄ８

ﾍﾞｽﾄ８

ﾍﾞｽﾄ32

女子ダブルス
朝倉　楓　　・　大澤　光生　ペア ﾍﾞｽﾄ４
嶋宮　希心　・　前田　朝香　ペア ﾍﾞｽﾄ４

卓球 香川県春季強化大会
男子団体 第３位
女子団体 第３位
男子ダブルス

工藤　駿太・髙木　竜希 ﾍﾞｽﾄ８
高尾　吏真・庄田　侑生　 ﾍﾞｽﾄ８

女子ダブルス
小松　鈴和・二宮　維香 ﾍﾞｽﾄ８

女子シングルス
二宮　維香 ﾍﾞｽﾄ８
武下　歩未 ﾍﾞｽﾄ８

香川県高等学校総合体育大会
男子団体 第３位
女子団体 第３位

栄光の記録（令和４年度主要成績）

大会・種目名・個人名

2021年度香川県ジュニアテニス選手権大会
女子シングルス

江岡　佳優

令和３年度香川県高等学校新人大会テニス競技
女子シングルス

江岡　佳優
第１０回四国高校テニス新人シングルスChampionship

女子シングルス
江岡　佳優

令和３年度香川県高等学校１年生大会



部 名 県大会 四国大会 全国大会大会・種目名・個人名

男子ダブルス
高尾　吏真・庄田　侑生　 ﾍﾞｽﾄ８

女子ダブルス
小松　鈴和・二宮　維香 ﾍﾞｽﾄ８
三谷　梨紗・武下　歩未 ﾍﾞｽﾄ８

女子シングルス
小松　鈴和 ﾍﾞｽﾄ８
二宮　維香 ﾍﾞｽﾄ８

四国高等学校卓球選手権大会
　　男子団体 ﾍﾞｽﾄ８

女子団体 ﾍﾞｽﾄ８
男子ダブルス

高尾　吏真・庄田　侑生　 出　場
女子ダブルス

三谷　梨紗・武下　歩未 出　場
小松　鈴和・二宮　維香 出　場

男子シングルス
庄田　侑生　 出　場

女子シングルス
小松　鈴和 ﾍﾞｽﾄ16
三谷　梨紗 出　場
二宮　維香 出　場
武下　歩未 出　場

国民体育大会卓球競技（少年の部）選考会
少年女子

武下　歩未 第５位
眞鍋　心陽 第７位

香川県夏季強化大会
男子団体 第３位
女子団体 第３位

全日本ジュニア県予選会
女子シングルス

武下　歩未 第７位
香川県高等学校新人卓球大会

男子団体 第４位
女子団体 第３位
女子ダブルス

武下　歩未・眞鍋　心陽 第３位
多田　彩音・斎藤　愛華 ﾍﾞｽﾄ８

女子シングルス
武下　歩未 ﾍﾞｽﾄ８
眞鍋　心陽 ﾍﾞｽﾄ８

全国高等学校選抜卓球大会県予選会
男子シングルス

谷定　稜介 準優勝
庄田　侑生　 第３位
髙坂　佑樹 ﾍﾞｽﾄ８

女子シングルス
武下　歩未 優　勝
眞鍋　心陽 準優勝
多田　彩音 ﾍﾞｽﾄ８

バスケットボール

（男子） 令和３年度香川県高等学校総合体育大会 準優勝
令和３年度四国高等学校選手権大会 出　場
令和３年度選手権大会県予選 第３位
令和３年度香川県高等学校新人大会 第３位

（女子） 令和３年度香川県高等学校総合体育大会 出　場
令和３年度選手権大会県予選 ﾍﾞｽﾄ８
令和３年度香川県高等学校新人大会



部 名 県大会 四国大会 全国大会大会・種目名・個人名

バレーボール 第３位
ﾍﾞｽﾄ８

第25回後藤杯香川県高等学校バレーボール大会 第３位
第75回全日本高等学校バレーボール選手権大会 ﾍﾞｽﾄ８

ソフトボール 香川県強化大会兼国体選手選考会 第３位
春季大会 優　勝
香川県高等学校総合体育大会 優　勝
四国高等学校選手権大会 第３位

陸上競技 2021丸亀カーニバル兼国体一次予選会
谷本　那津　　女子走高跳 第１位
池田　歩乃佳　女子800ｍ 第３位
池田　歩乃佳　女子1500ｍ 第５位

2021年度香川県陸上競技選手権大会兼第７６回国体２次予選会
谷本　那津　　女子走高跳 第１位
池田　歩乃佳　女子８００ｍ 第４位
藤澤　愛　　　女子棒高跳 第６位

第６１回香川県高等学校総合体育大会陸上競技
谷本　那津　　女子走高跳 第１位
池田　歩乃佳　女子８００ｍ 第４位
池田　歩乃佳　女子１５００ｍ 第６位
橋本　璃旺　　男子棒高跳 第７位
男子４×１００ｍR　（梶河・本田・瓜生・橋本） 第７位

第７４回四国高等学校陸上競技対校選手権大会
谷本　那津　　女子走高跳 第１位
池田　歩乃佳　女子８００ｍ 出　場
池田　歩乃佳　女子１５００ｍ 出　場

令和３年度全国高等学校総合体育大会
谷本　那津　　女子走高跳　 出　場

令和３年度香川陸上競技協会記録会
谷本　那津　　女子走高跳 第１位
谷本　那津　　女子１００ｍ 第８位

第７６回 国民体育大会陸上競技　香川県予選会
池田　歩乃佳　女子３０００ｍ 第６位

令和３年度　香川県高等学校新人陸上競技対校選手権大会
谷本　那津　　女子１００ｍ 第３位
谷本　那津　　女子走高跳 第１位
中塚　ひかり　女子走高跳 第７位
女子４×１００ｍＲ（加藤・阿部・新庄・谷本） 第４位
女子フィールド　 第７位

令和３年度　四国高等学校新人陸上競技選手権大会
谷本　那津　　女子走高跳 第１位
女子４×１００ｍＲ 出　場

令和３年香川陸上競技カーニバル大会
池田　歩乃佳　女子１５００ｍ 第２位
池田　歩乃佳　女子３０００ｍ 第４位

JOCジュニアオリンピックカップ第１５回 U18陸上競技大会
谷本　那津　　女子走高跳 第１位

皇后杯第４０回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会
池田　歩乃佳　 出　場

水泳
競泳女子　100ｍ平泳ぎ（四国標準記録突破）

小松千紗 第１位

第１位
競泳女子　400ｍ自由形（四国標準記録突破）

第３位
競泳女子　800ｍ自由形（四国標準記録突破）

第３位
競泳男子　100ｍ平泳ぎ

宮内陽大　 ベスト8

令和3年度香川県高等学校総合体育大会
第74回四国高等学校バレーボール選手権大会

第61回香川県高等学校総合体育大会水泳大会

競泳女子　200ｍ平泳ぎ（四国標準記録突破）

小松千紗　

小野梓紗　

小野梓紗　



部 名 県大会 四国大会 全国大会大会・種目名・個人名

競泳男子　200ｍ平泳ぎ
宮内陽大　 ベスト8

第72回四国高等学校選手権水泳競技大会
競泳女子　100ｍ平泳ぎ　

小松千紗　 第２位
競泳女子　200ｍ平泳ぎ（IH標準記録突破）

小松千紗　 第３位
競泳女子　400ｍ自由形

小野梓紗　 ベスト8
競泳女子　800ｍ自由形

小野梓紗　 ベスト8
第31回香川県水泳競技選手権大会兼国体県予選

競泳女子　100ｍ平泳ぎ
小松千紗　 第１位

第１位
競泳女子　100ｍ平泳ぎ

小野梓紗　 第３位
競泳女子　800ｍ自由形

小野梓紗　 第２位
第89回日本高等学校選手権水泳競技大会
令和3年度全国高校総合体育大会水泳（競泳）競技大会

～北信越総体2021～
競泳女子　200ｍ平泳ぎ 22位/63名

小松千紗　 出場
第66回香川県高等学校新人水泳競技大会

競泳女子　100ｍ平泳ぎ
小松千紗　 第１位

競泳女子　200ｍ平泳ぎ　
第１位

競泳女子　200ｍ自由形
第２位

競泳女子　400ｍ自由形
第３位

競泳男子　100ｍ平泳ぎ
宮内陽大　 第６位

競泳男子　200ｍ平泳ぎ
宮内陽大　 第５位

ヨット 第61回香川県高等学校総合体育大会
男子学校対抗　 優　勝
女子学校対抗　 準優勝
男子４２０級

藤村　勇斗・藤村　拓斗　組 優　勝
中村　　光　青木慎太郎　組　 第２位
太田章亮　櫛橋隼人　組　　 第８位

男子シングルハンダー級
谷　凜太郎 優　勝
川北　創一 第２位
眞鍋昂之助 第３位

女子４２０級
藤田　奏音・池田　怜花　組 第３位
白名　未優・内田ひかる　組 第５位

第62回全国高等学校ヨット選手権大会四国水域予選会
男子学校対抗 優　勝
女子学校対抗 優　勝
男子４２０級

藤村　勇斗・藤村　拓斗　組 優　勝
中村　　光　青木慎太郎　組　 第３位

男子レーザーラジアル級
谷　凜太郎 優　勝
川北　創一 第３位

小松千紗　

小松千紗　

小野梓紗　

小野梓紗　

競泳女子　200ｍ平泳ぎ（国体標準記録突破）



部 名 県大会 四国大会 全国大会大会・種目名・個人名

女子４２０級
藤田　奏音・池田　怜花　組 優　勝
白名　未優・内田ひかる　組 第２位

女子レーザーラジアル級
新原　未來 第４位
木村　咲良 第５位

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ2021
420級オープン 　

藤村　勇斗・藤村　拓斗　組 第３位
中村　光　・青木慎太郎　組 第５位
太田　章亮・櫛橋　隼人　組　 第25位

男子レーザーラジアル級　
谷　凜太郎 第６位
川北　創一 第19位

女子420級 
藤田　奏音・池田　怜花　組 第５位
白名　未優・内田ひかる　組 第14位

令和３年度全国高等学校総合体育大会ヨット競技大会
男子コンバインド（学校対抗）　 第５位
女子コンバインド（学校対抗）　 第５位
男子４２０級

藤村　勇斗・藤村　拓斗　組　 第10位
中村　　光・青木慎太郎　組　 第31位

男子レーザーラジアル級
谷　凜太郎 第４位
川北　創一 第14位

女子４２０級
藤田　奏音・池田　怜花　組 第８位
白名　未優・内田ひかる　組 第20位

令和３年度香川県高等学校新人ヨット競技会
男子学校対抗 優　勝
女子学校対抗 優　勝
男子４２０級

谷　凜太郎・櫛橋　隼人　組 優　勝
川北　創一・津郷翔南太　組 第３位
太田　章亮・櫛橋　隼人　組 第６位

男子シングルハンダー級
眞鍋昴之助 第３位

女子４２０級
白名　未優・内田ひかる　組 優　勝
木村　咲良・福島　花菜　組 第４位
新原　未來・近藤　音色　組 第５位

2021年度第34回全日本420級ヨット選手権大会
オープン

藤村　勇斗・藤村　拓斗　組 第４位
谷　凜太郎・近藤　音色　組 第14位
川北　創一・津郷翔南太　組 第47位

レディース
白名　未優・内田ひかる　組 第４位

柔道 香川県高等学校総合体育大会（柔道競技）
男子団体

小西、山内、寺尾、松岡、松本、児島英 優　勝
女子団体

髙橋、木村、長谷川、眞鍋 準優勝
男子個人60㎏級

久米井　遥斗 優　勝
男子個人66㎏級

寺尾　虎喜 優　勝
男子個人73㎏級

松本　開登 優　勝



部 名 県大会 四国大会 全国大会大会・種目名・個人名

男子個人81㎏級
小西　聡 優　勝
南原　玲生 第２位
児島　稜 第３位

男子個人90㎏級
児島　英太郎 優　勝
山内　大空 第３位

男子個人100㎏級
末木　見空 第３位

男子個人100㎏超級
松岡　勇志 第２位

女子個人57㎏級
髙橋　梨花 第２位

女子個人63㎏級
木村　瞳心 優　勝

女子個人70㎏級
長谷川　福 第２位

女子個人78㎏級
眞鍋　樹璃 第２位

四国高等学校柔道選手権大会
男子団体

小西、山内、寺尾、末木、松本、児島英 第２位
女子団体

髙橋、木村、長谷川、眞鍋 出　場
男子個人60㎏級

久米井　遥斗 出　場
男子個人66㎏級

寺尾　虎喜 出　場
男子個人73㎏級

松本　開登 第３位
男子個人81㎏級

小西　聡 第２位
南原　怜生 出　場
児島　稜 出　場

男子個人90㎏級
児島　英太郎 出　場
山内　大空 出　場

男子個人100㎏級
末木　見空 出　場

男子個人100㎏超級
松本　勇志 第３位

女子個人57㎏級
髙橋　梨花 出　場

女子個人63㎏級
木村　瞳心 出　場

女子個人70㎏級
長谷川　福 出　場

女子個人78㎏級
眞鍋　樹璃 出　場

JOC全日本ジュニア柔道体重別選手権四国予選
男子個人60㎏級

久米井　遥斗 出　場
男子個人66㎏級

寺尾　虎喜 出　場
男子個人73㎏級

松本　開登 出　場
男子個人81㎏級

南原　怜生 出　場
男子個人90㎏級

児島　英太郎 優　勝
女子個人63㎏級

木村　瞳心 出　場



部 名 県大会 四国大会 全国大会大会・種目名・個人名

剣道 第７６回国民体育大会剣道競技少年の部国体一次予選
男子個人

井手　颯祐 ﾍﾞｽﾄ４
藤澤　克明 ﾍﾞｽﾄ８
田村　將騎 ﾍﾞｽﾄ８

女子個人
　 玉井　綾乃 優　勝

楠瀬　瑠夏 準優勝
椎崎　桜 ﾍﾞｽﾄ４
森島　百咲 ﾍﾞｽﾄ８
濵口　季帆 ﾍﾞｽﾄ８

香川県高等学校総合体育大会剣道競技
男子団体 ﾍﾞｽﾄ４
女子団体 優　勝
男子個人

井手　颯祐 準優勝
田村　將騎 ﾍﾞｽﾄ４

女子個人
玉井　綾乃 優　勝
楠瀬　瑠夏 ﾍﾞｽﾄ８

令和３年度四国高等学校剣道選手権大会
男子団体 出　場
女子団体 第３位
男子個人

井手　颯祐 出　場
田村　將騎 ﾍﾞｽﾄ16

女子個人
玉井　綾乃 出　場
楠瀬　瑠夏 ﾍﾞｽﾄ16

令和３年度全国高等学校総合体育大会剣道競技
　 女子団体 第５位
国民体育大会四国ブロック予選

男子団体（井手・田村） 優　勝
女子団体（玉井・椎崎・楠瀬・森島） 第３位

香川県高等学校新人剣道大会団体の部
女子団体 準優勝

香川県高等学校新人剣道大会個人の部
男子個人

福田　康希 優　勝
藤澤　克明 ﾍﾞｽﾄ４

女子個人
楠瀬　瑠夏 準優勝
久保　咲樹 ﾍﾞｽﾄ８
浅田　結香 ﾍﾞｽﾄ８

令和３年度香川県高等学校剣道強化大会（選抜予選）
男子団体 準優勝
女子団体 優　勝

バドミントン 香川県協会杯バドミントン選手権大会
男子ダブルス

石川　太陽・鈴木寿梨也　組 第４位
木場　優星・藤川　京樹　組 ﾍﾞｽﾄ８

女子ダブルス
赤松　明依・豊口紗智華　組 優　勝
岡野　愛子・竹森　美優　組 第３位

男子シングルス
鈴木寿梨也 第４位
中西　和海 ﾍﾞｽﾄ８

女子シングルス
豊口紗智華 優　勝
石川　紅 準優勝



部 名 県大会 四国大会 全国大会大会・種目名・個人名

香川県高等学校総合体育大会バドミントン競技
男子団体 第３位
女子団体 優　勝
男子ダブルス

石川　太陽・鈴木寿梨也　組 第４位
木場　優星・藤川　京樹　組 ﾍﾞｽﾄ８

女子ダブルス
赤松　明依・豊口紗智華　組 優　勝
岡野　愛子・竹森　美優　組 準優勝

男子シングルス
鈴木寿梨也 第４位
對馬　啓斗 ﾍﾞｽﾄ８

女子シングルス
豊口　紗智華 優　勝
石川　紅 準優勝

四国高等学校バドミントン選手権大会
男子団体 ﾍﾞｽﾄ８
女子団体 優　勝

男子ダブルス
石川　太陽・鈴木寿梨也　組 出　場

女子ダブルス
赤松　明依・豊口紗智華　組 準優勝
岡野　愛子・竹森　美優　組 ﾍﾞｽﾄ４

男子シングルス
鈴木寿梨也 出　場

女子シングルス
豊口　紗智華 優　勝
石川　紅 準優勝

全国高等学校総合体育大会バドミントン競技
女子団体 出　場
女子ダブルス

赤松　明依・豊口紗智華　組 出　場
岡野　愛子・竹森　美優　組 出　場

女子シングルス
豊口　紗智華 出　場
石川　紅 出　場

香川県高等学校新人強化バドミントン大会
男子ダブルス

木場　優星・藤川　京樹　組 第４位
安藝　快洋・中西　和海　組 ﾍﾞｽﾄ８

女子ダブルス
豊口紗智華・石川　紅　　組 優　勝
藤田　杏里・笠井　李柑　組 準優勝

男子シングルス
岡﨑　淳弘 第４位
木場　優星 ﾍﾞｽﾄ８
中西　和海 ﾍﾞｽﾄ８
藤川　京樹 ﾍﾞｽﾄ８

女子シングルス
石川　紅 優　勝
豊口　紗智華 準優勝
笠井　李柑 ﾍﾞｽﾄ８

香川県新人（選抜）バドミントン大会
男子団体 優　勝
女子団体 優　勝
男子ダブルス

安藝　快洋・中西　和海　組 ﾍﾞｽﾄ８
女子ダブルス

豊口紗智華・石川　紅　　組 優　勝
藤田　杏里・笠井　李柑　組 第３位



部 名 県大会 四国大会 全国大会大会・種目名・個人名

男子シングルス
藤川　京樹 第４位
岡﨑　淳弘 ﾍﾞｽﾄ８

女子シングルス
石川　紅 優　勝
豊口　紗智華 第３位
伊藤　彩 ﾍﾞｽﾄ８
笠井　李柑 ﾍﾞｽﾄ８
藤井　結香 ﾍﾞｽﾄ８

ソフトテニス 香川県ソフトテニス選手権大会
一般女子の部

ﾍﾞｽﾄ８
香川県高等学校ソフトテニスシングルス大会

優　勝
国民体育大会第１次香川県選手選考会

第３位
香川県高等学校総合体育大会

団体戦女子の部 第２位

四国高等学校ソフトテニス選手権大会
団体戦女子の部 ﾍﾞｽﾄ８

個人戦女子の部
出　場
出　場
出　場

ハイスクールジャパンカップソフトテニス2021
シングルス

出　場
ダブルス

出　場
香川県高等学校夏季ソフトテニス大会

ﾍﾞｽﾄ８
国民体育大会四国ブロック大会

少年女子
優　勝

第10回さぬきカップ
第３位

香川県高等学校新人ソフトテニス大会
個人戦女子の部

ﾍﾞｽﾄ８
団体戦女子の部

第３位
第10回香川県シングルスソフトテニス選手権大会

増田　菜々 第３位
香川県高等学校冬季ソフトテニス大会

浦上　紗采・東條　世愛  ペア 優　勝
和泉　希望・坂東　桃花  ペア 第３位
金本　果子・横山　千夏  ペア ﾍﾞｽﾄ８

増田　菜々・佐々木安葉　ペア

増田　菜々

増田　菜々・佐々木安葉  ペア

増田、佐々木、浦上真、石田原、浦上紗、髙木、金本、三宅

増田、佐々木、浦上真、石田原、浦上紗、髙木、金本、三宅

増田　菜々・佐々木安葉  ペア
浦上　真歩・石田原千咲  ペア
浦上　紗采・髙木　咲空  ペア

増田、三宅、浦上紗、金本、横山、井上、川又、東條

増田　菜々

増田　菜々・佐々木安葉  ペア

増田　菜々・三宅　真央  ペア

増田　菜々

和泉　希望・東條　世愛  ペア

増田　菜々・三宅　真央  ペア
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弓道 第６１回香川県高等学校総合体育大会弓道競技
男子団体戦 ﾍﾞｽﾄ８
女子団体戦 ﾍﾞｽﾄ８

個人戦
前川　佳月 第３位
山下　真彩 第４位

第６２回四国高等学校弓道選手権大会
前川　佳月 出　場
山下　真彩 出　場

第５５回香川県高等学校弓道大会（リモート大会）
女子団体戦 第３位

個人戦
松木　結衣子 第４位

第２９回香川県高等学校弓道選手権大会　兼
第４０回香川県高等学校弓道選抜大会県予選

女子個人戦
藤倉　杏里 第３位

第６３回香川県高等学校新人弓道競技大会
男子団体戦 第５位

個人戦
宮本　颯人　

女子団体戦 準優勝
個人戦

前川　佳月 優　勝

空手道 第61回香川県高等学校総合体育大会空手道競技
女子団体組手 第２位

第29回四国高等学校空手選手権大会
女子団体組手 出　場

香川県高等学校新人空手道競技大会
女子団体組手 第２位
　女子個人組手　-59ｋｇ級　大谷歩美 第３位
　女子個人形　　酒井志津佳 第３位
  　　　　　　　大谷歩美 第４位

第41回全国高等学校空手道選抜大会　四国地区予選会
女子団体組手 出　場
　女子個人形　　酒井志津佳 ﾍﾞｽﾄ16


