平成２９年度部活動戦績表（卓球・男子）
県大会など

四国大会

県高等学校春季強化大会（4/22・5/6）
◇学校対抗 第３位（県総体シード権獲得）
◇ダブルス
第３位・第９位・ベスト３２・ベスト６４
◇シングルス
第３位・第５位・第９位・ベスト３２・ベスト６４・３回戦進出

四国総体（6/16・6/17・6/18）
◇学校対抗 第５位
◇ダブルス
第５位
◇シングルス
第５位

高松市・東讃地区卓球大会（5/4）
◇団体 A：１部第９位 B：２部準優勝 C：２部第５位

四国選手権大会（1/27・1/28）
◇団体２回戦敗退
◇シングルス
２回戦敗退・１回戦敗退

県総体（6/3・6/4・6/5）
◇学校対抗 第３位[四国総体出場]
◇ダブルス
第３位[四国総体出場]
第９位・ベスト３２
◇シングルス
第３位[全国総体・四国総体出場]
国民体育大会県選考会（少年の部）（7/15・7/16）
◇シングルス
第６位（第二次選考会進出）
第９位・ベスト３２・ベスト６４・３回戦進出・２回戦敗退

全国大会・国際大会など
全国総体（7/27・7/28・7/29・7/30・7/31・8/1・8/2）
◇シングルス
出場
全国選抜（3/24・3/25・3/26・3/27・3/28）
◇シングルス
第９位

県高校夏季強化卓球大会（8/23）
◇学校対抗準優勝
県高校新人卓球大会（10/28・11/11）
◇学校対抗 第３位
◇ダブルス
第５位・ベスト３２・ベスト６４
◇シングルス
第５位・第９位・ベスト６４・２回戦敗退
県卓球選手権大会（11/25・11/26）
◇団体戦 第３位
◇ダブルス
第９位・ベスト３２・１回戦敗退
◇シングルス
第９位・ベスト６４・２回戦敗退
大阪国際招待卓球選手権大会・東京卓球選手権大会県予選
会（12/9）
◇シングルス
予選リーグ敗退
全国高等学校選抜卓球大会香川県予選会（個人の部）
（12/26）
◇シングルス
優勝[全国高等学校選抜卓球大会出場]
第３位・第５位・ベスト３２・ベスト６４
県高等学校強化卓球大会（2/11・2/12）
◇学校対抗 第３位
◇シングルス
第９位・ベスト３２・ベスト６４・３回戦敗退

平成２９年度部活動戦績表（卓球・女子）
県大会など
県高等学校春季強化大会（4/22・5/6）
◇学校対抗 第４位（県総体シード権獲得）
◇ダブルス
第３位・第９位・ベスト３２
◇シングルス
第５位・ベスト３２・ベスト６４・２回戦進出
高松市・東讃地区卓球大会（5/4）
◇団体 A：１部第３位 B：１部第９位 C：１部第５位
県総体（6/3・6/4・6/5）
◇学校対抗 第３位[四国総体出場]
◇ダブルス
第９位・ベスト３２・１回戦敗退
◇シングルス
ベスト３２・ベスト６４・２回戦進出
国民体育大会県選考会（少年の部）（7/15・7/16）
◇シングルス
第９位・ベスト３２・ベスト６４・２回戦進出
県高校夏季強化卓球大会（8/23）
◇学校対抗第５位
県高校新人卓球大会（10/28・11/11）
◇学校対抗 第５位
◇ダブルス
第３位・第５位・第９位
◇シングルス
第９位・ベスト３２・ベスト６４
県卓球選手権大会（11/25・11/26）
◇団体戦 第５位
◇ダブルス
第５位・１回戦敗退
◇シングルス
第９位・ベスト３２・１回戦敗退
全国高等学校選抜卓球大会香川県予選会（個人の部）
（12/26）

四国大会
四国総体（6/16・6/17・6/18）
◇学校対抗 第９位
四国選手権大会（1/27・1/28）
◇団体１回戦敗退
◇シングルス
１回戦敗退

全国大会・国際大会など

（12/26）
◇シングルス
準優勝
第３位
第９位
県高等学校強化卓球大会（2/11・2/12）
◇学校対抗 準優勝
◇シングルス
第５位・ベスト３２

平成２９年度部活動戦績表（体操競技・女子）
県大会など

四国大会

第57回香川県高等学校総合体育大会（6/3）
◇ 団体総合 1位
◇ 個人総合 1位・2位・3位
6位 [四国大会出場]
◇ 種目別
跳馬
1位・3位
段違い平行棒 1位・2位
平均台 1位・3位
ゆか
1位・2位・2位
[全国大会出場、四国大
会出場]
第72回国民体育大会香川県予選会体操競技（6/25）
◇ 個人総合 2位・3位・4位・6位
[国体出場]
平成29年度香川県高等学校新人大会体操競技(11/11)
◇ 団体総合 1位
◇ 個人総合 2位・3位・6位
◇ 種目別
跳馬
1位
段違い平行棒 2位
平均台 1位・2位
ゆか
1位・3位

第65回四国高等学校体操競技選手権大会(6/17～6/18）
◇ 団体総合 1位
◇ 個人総合 1位
[全国高校選抜出場権獲得]
2位・6位
◇ 種目別
段違い平行棒 1位・2位・3位
平均台
2位・3位
ゆか
2位
国体第38回四国ブロック体操競技選手権大会(6/17～6/18）
◇ 団体総合 1位

全国大会・国際大会など
平成29年度全国高等学校総合体育大会体操競技(8/1～
8/4）
◇ 団体総合 17位
◇ 種目別
段違い平行棒 決勝進出
2017全日本ジュニア体操競技選手権大会2部(8/13～8/15）
◇ 団体総合 9位
◇ 種目別
段違い平行棒 1位
平成29年度第72回国民体育大会体操競技(10/6～10/9)
◇予選 団体総合 18位 決勝進出
◇決勝 団体総合 18位
平成29年度全国高等学校選抜大会体操競技（3/24～3/25）
出場

平成２９年度部活動戦績表（新体操競技・女子）

県大会など

四国大会

全国大会・国際大会など
第9回アジア新体操選手権大会（６／２４～６／２７）
◇個人
種目別 フープ ４位
リボン ３位
第35回世界新体操選手権（８／２６～９／３ イタリア・ぺサ
ロ）
◇個人
種目別 フープ ７位

平成２９年度部活動戦績表（陸上）
県大会など

四国大会

全国大会・国際大会など

第57回香川県高等学校総合体育大会陸上競技(6/3～6/5)
男子100m準決勝敗退

平成２９年度部活動戦績表（ハンドボール・男子）
県大会など

四国大会

全国大会・国際大会など

県総体（6/3～6/5）
◇ベスト８
国体県予選（7/8～7/9）
◇ベスト８
新人大会（11/4～11/5）
◇1回戦敗退
県総合（11/25・26）
◇1回戦敗退
選抜大会県予選（1/6～1/8）
◇1回戦敗退
春季強化大会（3/24・25）
◇11位

平成２９年度部活動戦績表（サッカー・男子）
県大会など
県総体（５／２７～６／１０）
◇２回戦 VS 高松南高校 （０－３）
２回戦 敗退

四国大会

全国大会・国際大会など

平成２９年度部活動戦績表（バスケットボール男子）
県大会など

四国大会

全国大会・国際大会など

香川県総体（６月３日～10日） ベスト８
◇ ２回戦
高松中央 １１１－２８ 高松東
◇ ３回戦
高松中央 ８８－４８ 観音寺総合
◇ 準々決勝
高松中央 ６３－６６ 高松
東讃大会（８月26日・27日） 第3位
◇ ２回戦
高松中央 １００－７３ 香川中央
◇ 準々決勝
高松中央 ９７－４９ 高松南
◇ 準決勝
高松中央 ５７－１１５ 高松商業
◇ ３位決定戦
高松中央 ８８－４１ 高松桜井
全国高等学校選手権大会・県予選
（10月28日・29日・11月３日・４日）
◇ ２回戦
高松中央 ９６－５８ 観音寺総合
◇ ３回戦
高松中央 ７４－５３ 高松第一
◇ 準々決勝
高松中央 ９７－８１ 高松
◇ 準決勝
高松中央 ５５－１１２ 高松商業

第3位

平成２９年度部活動戦績表（バスケットボール・女子）
県大会など

四国大会

全国大会・国際大会など

県総体（６月３日）
◇ 1回戦 （対 高松北）
高松中央 47 -73 高松北
東讃大会（８月２６日～２７日）
◇出場
全国高等学校選手権大会(10月28・29日、11月3・4日)
1回戦 高松中央 183－8 高松工芸
2回戦 高松中央 44－111 英明
県新人大会(1月8日、13・14日、20日)
1回戦 80－46 香川中央
2回戦 57－71 高松

平成２９年度部活動戦績表（バレーボール・女子）
県大会など

四国大会

全国大会・国際大会など

第５７回香川県高校総合体育大会（6/3～6/5）
１回戦 高松中央０－２高松北
東讃大会出場（8/30）
第２１回後藤杯出場（H.２９年９月１６日）
第７０回全日本バレーボール高等学校選手権大会香川県代表
決定戦出場（H.２９年１１月１１日）
東讃大会出場（H.２９年１２月１７日）
香川県高等学校新人バレーボール大会出場（H.２９年２月４
日）

平成２９年度部活動戦績表（野球）
県大会など
平成２９年度春季四国地区高等学校野球香川大会（３・２２）
２回戦敗退
第９９回全国高等学校野球選手権香川大会（７・９）
２回戦敗退

四国大会

全国大会・国際大会など

平成２９年度部活動戦績表（バドミントン・男子）
県大会など

四国大会

全国大会・国際大会など

第４９回県協会杯バドミントン選手権大会（４／２９、３０）
◇D （３回戦敗退）
◇S （２回戦敗退）・（３回戦敗退）
第５７回県高等学校総合体育大会（６／３，４，５）
◇ T （1回戦敗退）
◇D （３回戦敗退）・（２回戦敗退）
第３７回香川県高等学校新人強化大会（８／２６、９／２）
◇D （４回戦敗退）・（３回戦敗退）・（２回戦敗退）
◇S （ベスト３２）・（４回戦敗退）・（３回戦敗退）・（２
回戦敗退）
第５７回香川県高等学校新人バドミントン競技大会（１０/２８・２
９,11/3）
◇T ベスト８
◇D （３回戦敗退）・（２回戦敗退）・（１回戦敗退）
◇S （４回戦敗退）・（２回戦敗退）・（１回戦敗退）

平成２９年度部活動戦績表（バドミントン・女子）
県大会など

四国大会

全国大会・国際大会など

県協会杯バドミントン選手権大会(4/29･30)
◇ダブルス
4回戦敗退・2回戦敗退
◇シングルス 2回戦敗退
県高等学校総合体育大会バドミントン競技(6/3･4･5)
◇団体
2回戦敗退
◇ダブルス
2回戦敗退
◇シングルス 3回戦敗退
県新人強化バドミントン大会(8/26･9/2)
◇シングルス 3回戦敗退
県新人バドミントン競技大会（10/28･29、11/3）
◇団体
１回戦敗退
◇ダブルス １回戦敗退
◇シングルス ２回戦敗退
県新人強化バドミントン大会（2/3）
◇団体
1回戦敗退

平成２９年度部活動戦績表（ソフトテニス・男子）
県大会など

四国大会

第５７回香川県総合体育大会（６／３，４，５）
団体 準優勝
（四国大会出場）
個人戦
ベスト１６（四国大会出場）
ベスト３２・ベスト６４

第65回四国高等学校ソフトテニス選手権大会(6/17～
6/18）
団体 ベスト８
（四国大会出場）

全国大会・国際大会など
第３１回アゼリアカップ高校選抜ソフトテニス国際大会（２／１
０）
団体戦出場（高松市選抜として）

個人戦
ベスト１６

平成２９年度香川県高校夏季ソフトテニス大会（８／２１）
個人戦
ベスト８・ベスト１６・ベスト３２
平成２９年度香川県高等学校新人体育大会
団体 ４位

夏季四国高校団体ソフトテニス大会（８／８）
団体 ３位
第１３回四国高等学校選抜ソフトテニス大会（１／２８）
個人戦
ベスト１６

個人戦
ベスト４・ベスト１６・ベスト３２
香川県高等学校A級強化大会（３／１７）
個人戦
優勝
第３位

平成２９年度部活動戦績表（ソフトテニス・女子）
県大会など
第５７回香川県総合体育大会（６／３，４，５）
個人戦
ベスト３２
平成２９年度香川県高等学校新人体育大会
個人戦
ベスト８

四国大会
第１３回四国高等学校選抜ソフトテニス大会（１／２８）
個人戦出場

全国大会・国際大会など

平成２９年度部活動戦績表（柔道・男子）
県大会など

四国大会

全国大会・国際大会など

第５７回全国高等学校柔道選手権香川県大会（6/3・6/4）
◇団体 ２回戦敗退
◇個人
６０ｋｇ級 ベスト８
８１ｋｇ級ベスト８
平成２９年度香川県高等学校新人柔道大会（11/3・11/4）
◇団体 初戦敗退
◇個人
６０ｋｇ級 ３位
第４０回全国高等学校
柔道選手権大会香川県予選（1/13・1/14）
◇団体 ベスト８
◇個人
６０kg級 ベスト８

平成２９年度部活動戦績表（柔道・女子）
県大会など

四国大会

平成２９年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会香川県
予選(5/4)
◇個人
４４ｋｇ級 優勝（四国出場）
５２ｋｇ級 優勝（四国出場）
第５７回 香川県高等学校総合体育大会(6/3・6/4)
◇団体 ３位
◇個人
４８ｋｇ級 ２位（四国出場）
５２ｋｇ級 優勝（四国、全国出場）
５７ｋｇ級 ２位（四国出場）
７０ｋｇ級 ２位 （四国出場）
７８ｋｇ級 ２位 （四国出場）

第６６回四国高等学校柔道選手権大会（6/17・6/18）
◇個人
４８ｋｇ級 １回戦敗退
５２ｋｇ級 ３位
５７ｋｇ級 １回戦敗退
７０ｋｇ級 ３位

全国大会・国際大会など
全国総体（8/9～8/12）
◇個人
52ｋｇ級 １回戦敗退

四国ジュニア柔道体重別選手権大会 （７／２）
◇個人
５２ｋｇ級 2位

平成２９年度香川県高等学校新人柔道大会（11/3・11/4）
◇団体 ２位
◇個人
４８ｋｇ級 ２位
３位
５２ｋｇ級 優勝
５７ｋｇ級 優勝
７０ｋｇ級 ２位
７８ｋｇ級 優勝
第４０回全国高等学校
柔道選手権大会香川県予選（1/13・1/14）
◇団体 ２位
◇個人
４８ｋｇ級 ２位
５２ｋｇ級 ２位
５７ｋｇ級 優勝（全国出場）
６３ｋｇ級 優勝（全国出場）

平成２９年度部活動戦績表（剣道・男子）
県大会など

四国大会

高松市剣道大会（４／２９）４位
県総体個人戦（６／４）ベスト１６
県総体団体戦（６／３）２回戦敗退
県新人団体戦（１１／３）２回戦敗退
県下段別剣道選手権（１１／２５）２段の部準優勝
全国選抜予選（１／１４）２回戦敗退

全国大会・国際大会など
玉竜旗剣道大会（７／２７、２８）３回戦敗退

平成２９年度部活動戦績表（剣道・女子）
県大会など

四国大会

全国大会・国際大会など

県総体個人戦(6/4)一回戦敗退

平成２９年度部活動戦績表（空手道・男子）
県大会など

四国大会

県総体（６／４）
◇団体組手 １位
◇個人組手 １位・２位・３位・３位
◇個人形 １位・２位・３位

四国総体（６／１７，１８）
◇団体組手１位
◇個人組手１位・２位・３位
◇個人形１位・３位

第30回空手道新人戦
◇団体組手 １位
◇団体形 １位
◇個人組手（-６１kg） １位・２位・３位
◇個人組手（-６８kg） １位・２位・３位
◇個人組手（+６８kg） １位・２位・３位
◇個人形 １位・２位

四国選抜（１２／２３，２４）
◇団体組手 １位
◇個人組手－６１ｋｇ １位・２位・３位
◇個人組手－６８ｋｇ １位
◇個人組手－６８ｋｇ ２位
◇個人組手－６８ｋｇ ３位
◇個人組手 ＋６８ｋｇ １位
◇個人組手＋６８ｋｇ １位
◇個人形１位・３位
◇団体形 ２位

全国大会・国際大会など
全国総体（７／２９～３１）
◇個人組手１位
◇団体組手１位
全国選抜（Ｈ３０ ３／２６～２８）
◇個人組手（－６８ｋｇ）１位
◇個人組手(＋６８ｋｇ）３位
◇団体組手１位

平成２９年度部活動戦績表（空手道・女子）
県大会など

四国大会

県総体（６／４）
◇団体組手 １位
◇個人組手 １位・２位・３位

四国総体（６／１７，１８）
◇団体組手 １位
◇個人組手 １位・２位・３位

第30回空手道新人戦
◇団体組手 １位
◇個人組手（-５３kg） １位・２位・３位
◇個人組手（-５９kg） １位・２位・３位
◇個人組手（+５９kg） １位・２位
◇個人形 ２位

四国選抜（１２／２３，２４）
◇団体組手 １位
◇個人組手－５９ｋｇ１位
◇個人組手ー５９ｋｇ２位
◇個人組手＋５９ｋｇ１位・２位
◇個人組手ー５９ｋｇ３位
◇個人組手ー５３ｋｇ１位・２位・３位

全国大会・国際大会など
全国総体（７／２９，３０，３１）
◇団体組手 ２回戦敗退
◇個人組手 ベスト３２・ベスト３２
全国選抜（Ｈ３０ ３／２６～２８）
◇団体組手 ５位
◇個人組手（－５９ｋｇ） ５位

平成２９年度部活動戦績表（ゴルフ）
県大会など

四国大会

第５７回香川県高等学校総合体育大会ゴルフ競技（6/3）
◇女子団体 優勝
◇女子個人
優勝
２位タイ・２位タイ
５位タイ
第２１回香川県女子アマチュアゴルフ選手権競技( 6/14～15
)
◇２位・５位・７位
第5回香川県高等学校ゴルフ対抗戦（11/4・5）
◇女子団体 2位

平成２９年度四国高等学校ゴルフ選手権大会兼全国高等学
校ゴルフ選手権大会予選 団体の部(５/２７・２８)
◇女子団体の部 優勝

全国大会・国際大会など
平成２９年度 全国高等学校ゴルフ選手権 夏季大会（８/４日
～８日）
◇女子団体の部 ８位入賞
◇女子個人の部 １６位

平成２９年度四国高等学校ゴルフ選手権大会個人の部
（７/25,26）
◇２位・４位・５位

PGAジュニアゴルフ選手権全国８地区対抗戦(8/２１～２３)
◇女子個人 ２位

第１８回 黒潮ジュニア選手権大会（８/29.30）
◇優勝 うどん権レディーストーナメント出場
◇３位

第４８回マンシングウェアレディース東海クラシックアマチュア
部門予選会 （8/30）
◇優勝

平成29年度四国高等学校ゴルフ選手権大会春季大会兼全国 2017日台交流うどん県レディースゴルフトーナメント
高等学校選手権春季大会 予選 個人戦 (12/26・27)
（10/13・14・15）
◇2位・3位・7位・9位
◇11位（ベストアマチュア賞）
◇16位
第1回全国高等学校選抜ゴルフマッチプレー選手権大会
(12/12・13・14)
◇ストローク部門 女子の部 優勝
平成29年度全国高等学校ゴルフ選手権春季大会（3/26・
3/27・3/28・3/29・3/30）
◇29位・63位・出場・出場

平成２９年度部活動戦績表（水泳）
県大会など

四国大会

県総体（6/4～6/5）
◇２００ｍ個人メドレー
２位 [四国総体出場]
◇４００ｍ個人メドレー
３位 [四国総体出場］

全国大会・国際大会など

四国選手権大会（7/15～7/16）
◇２００ｍ個人メドレー
16位
◇４００ｍ個人メドレー
12位

県高校新人大会（9/23）
◇１００ｍ自由形
１位
◇２００ｍ自由形
２位

平成２９年度部活動戦績表（書道）
県大会など

四国大会

全国大会・国際大会など

第６７回 硬筆コンクール 優良賞授賞

平成２９年度部活動戦績表（写真）
県大会など

四国大会

全国大会・国際大会など

第３４回香川県高等学校総合文化祭 写真部門
奨励賞

平成２９年度部活動戦績表（放送）
県大会など

四国大会

全国大会・国際大会など

県放送コンテスト（6/18）
◇創作テレビドラマ部門 入選
第29回香川県放送コンテスト新人大会CM部門第３位（11/19)

平成２９年度部活動戦績表（筝曲）
県大会など
第34回香川県高等学校総合文化祭日本音楽部門 奨励賞受
賞(H29.11.19)

四国大会

全国大会・国際大会など
第41回全国高等学校総合文化祭 みやぎ総文2017 参加
(H29.7.31～8.1)

