平成３０年度部活動戦績表(体操競技部・女子)
県大会など

四国大会

県総体(6/2)
◇団体総合 1位
◇個人総合 2位・3位・4位
◇種目別 跳馬 1位・3位
段違い平行棒 2位・3位
平均台 1位
ゆか 2位・3位
国民体育大会香川県予選会(6/24)
◇個人総合 2位・3位・4位・5位
香川県高等学校新人大会(11/3)
◇団体総合 1位
◇個人総合 2位・3位・6位
◇種目別 跳馬 3位
段違い平行棒 2位・3位
平均台 1位
ゆか 2位・3位

四国高等学校体操競技選手権大会
(6/16・17)
◇団体総合 1位
◇個人総合 2位・3位・6位
◇種目別 跳馬 2位・3位
段違い平行棒 2位・3位
平均台 1位
国民体育大会四国ブロック大会(8/25)
◇団体総合 1位
【鯖江国体に出場】

全国大会・国際大会など
全国高等学校総合体育大会体操競技選手権大会
(8/4・5・6)
◇団体総合 18位
国民体育大会体操競技(9/30)
◇予選 団体総合 23位

平成３０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
新体操WC杯ミンスク大会(8/17・18・19）
出場
新体操WC杯カザン大会(8/24・25・26)
出場
全日本新体操選手権大会(10/27・28)
個人総合第1位
種目別
フープ 第1位
リボン 第1位
クラブ 第2位
ボール 第2位

平成３０年度部活動戦績表(バスケットボール・男子)
県大会など
県総体(6/2)
◇1回戦 高松中央 62－82 丸亀
東讃大会(8/25)
◇1回戦 高松中央 93－39 小豆島中央
◇2回戦 高松中央 75ー82 香川中央
全国高校選手権大会県予選(10/27・28)
◇2回戦 高松中央 102－27 志度
◇3回戦 高松中央 80－82 多度津
県新人大会(1/12)
◇1回戦 高松中央 66ー41 高専詫間
◇2回戦 高松中央 51－95 尽誠学園

四国大会

全国大会・国際大会など

平成３０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(6/2)
◇1回戦 高松中央 84－60 高松西
◇2回戦 高松中央 43－81 丸亀
東讃大会(8/25)
◇1回戦 78－41 津田
◇2回戦 55－84 高松北
全国高校選手権大会県予選(10/27)
◇1回戦 高松中央 128－9 大手前高松
◇2回戦 高松中央 41－59 高松第一
県新人大会(1/12・13)
◇1回戦 高松中央 110－25 三本松
◇2回戦 高松中央 28－53 高松第一

平成３０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(6/2・3・4)
◇1回戦敗退
県総合選手権大会(11/17・18）
◇4位
選抜大会県予選(1/12・13・14）
◇ベスト8

平成３０年度部活動戦績表(サッカー・男子)
県大会など
県総体(5/25～)
◇ベスト16
高円宮杯U１８サッカーリーグ
(4月～12月)
◇香川県リーグ２部所属

四国大会

全国大会・国際大会など

平成３０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

香川県協会杯バドミントン選手権大会
(4/28・29)
◇ダブルス ベスト32
◇シングル ベスト32
県総体(6/2・3・4)
◇団体 ベスト8
◇ダブルス ベスト32
◇シングル ベスト32
県高等学校新人強化大会(8/25・9/1)
◇ダブルス ベスト16
◇シングル ベスト32
県高等学校新人大会(10/27・28・11/3)
◇団体 ベスト8
◇シングル ベスト32

平成３０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

香川県協会杯バドミントン選手権大会
(4/28・29)
◇シングルス ベスト32
県総体(6/2・3・4)
◇団体 2回戦 高松中央 1－3 英明
◇シングルス ベスト32
全日本ジュニアバドミントン選手権大会県予選
(8/11)
◇ダブルス ベスト16
県高等学校新人強化大会(8/25・9/1)
◇ダブルス ベスト32
◇シングルス ベスト16・32
県高等学校新人大会(10/27・28・11/3)
◇団体 第3位
◇ダブルス ベスト16
◇シングルス ベスト16・32
県新チーム強化バドミントン大会(3/16)
◇団体 第2第3第4シード決定リーグ
第2位 高松中央 1－4 香川中央
高松中央 3ー2 高松西

平成３０年度部活動戦績表(剣道・男子)
県大会など
国民体育大会剣道競技一次予選会(4/22)
◇第3位
県総体(6/2) ◇団体 一回戦敗退
宇多津近県剣道大会(9/2) ◇ベスト8
香川県高等学校剣道新人大会(12/9)
◇個人 準優勝
香川県高等学校剣道強化大会(1/13)
◇ベスト8

四国大会

全国大会・国際大会など

平成３０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

県総体柔道競技(6/2・3)
◇60kg級 3位(四国大会出場)
県高等学校新人柔道大会(11/3・4)
◇団体 3位
◇個人 81kg級 3位
全国高等学校柔道選手権大会香川県予選(1/12・
13)
◇個人 81kg級 3位
73kg級 3位

平成３０年度部活動戦績表(柔道・女子)
県大会など

四国大会

JOCジュニアオリンピックカップ全日本ジュニア 四国高等学校柔道選手権大会(6/17)
柔道体重別選手権大会香川県予選(5/6)
◇63kg級 3位
◇44kg級 優勝(四国大会出場)
◇52㎏級 優勝(四国大会出場)
◇63kg級 優勝(四国大会出場)
県高校総体柔道競技(6/2・3)
◇団体 2位(四国大会出場)
◇48kg級 2位・3位(四国大会出場)
◇52kg級 優勝(四国・全国大会出場)
◇57kg級 優勝(四国・全国大会出場)
◇63kg級 優勝(四国・全国大会出場)
◇78kg超級 2位(四国大会出場)
県高等学校新人柔道大会(11/3・4)
◇52kg級 3位
◇63kg級 3位
全国高等学校柔道選手権大会香川県予選(1/12・
13)
◇52kg級 2位
◇63kg級 3位

全国大会・国際大会など
全国高等学校総合体育大会柔道競技
(8/9・10・11・12)
◇出場 52kg級 57kg級 63kg級

平成３０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

国体予選(4/29)
◇個人戦 ベスト4・16・32
県総体(6/2・3・4)
◇団体 準優勝
◇個人戦 ベスト8(四国・全国大会出場)
ベスト32
香川県夏季大会(8/20)
◇個人戦 ベスト16・32
香川県新人戦(10/28・11/4)
◇団体 3位
◇個人戦 ベスト16・32

四国高等学校総合体育大会(6/16・17)
◇団体 3位
◇個人戦 2回戦進出

全国大会・国際大会など
ハイスクールジャパンカップ(6/23)
◇個人戦 ダブルス出場
全国高校総体(8/4・5)
◇個人戦出場

平成３０年度部活動戦績表(ソフトテニス・女子)
県大会など
国体予選(4/29)
◇個人戦 ベスト８
県総体(6/3・4)
◇個人戦 ベスト16(四国大会出場)
香川県夏季大会(8/20)
◇個人戦 ベスト4
香川県新人戦(10/28)
◇個人戦 ベスト8

四国大会
四国高等学校総合体育大会(6/17)
◇個人戦 出場

全国大会・国際大会など

平成３０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(6/3)
◇団体組手 優勝
◇個人組手 優勝・準優勝・3位
◇個人形 優勝・準優勝・3位
香川県空手道選手権大会・香川県少年少女空手
道選手権大会(9/24)
◇個人組手
成年 優勝・準優勝・3位
少年男子 優勝・準優勝・3位
◇個人形 優勝・準優勝
空手道新人戦兼四国選抜大会香川県予選会
(11/4)
◇個人形 優勝・準優勝
◇団体形 優勝
◇個人組手
－61㎏級 優勝・準優勝・3位
－68㎏級 優勝・準優勝・3位
＋68㎏級 優勝・準優勝・3位
◇団体組手 優勝

四国高校空手道選手権大会(6/16・17)
◇個人形 優勝
◇男子個人組手 優勝・準優勝・3位
◇団体組手 優勝
四国地区空手道選手権大会(9/2)
◇個人形 優勝・8位
◇個人組手 優勝・準優勝・3位・8位
◇団体組手 優勝
全国高等学校空手道選抜大会四国地区予選会
(12/15・16)
◇団体形 優勝
◇個人形 優勝・準優勝・3位
◇団体組手 優勝
◇個人組手
－61㎏級 優勝・準優勝・3位・4位
ベスト8
－68㎏級 優勝・準優勝・3位
ベスト8
＋68㎏級 準優勝・3位・4位

全国大会・国際大会など
東アジア空手道選手権大会(4/21・22)
◇ジュニア男子組手 -55kg 優勝
◇ジュニア男子組手 -76kg 優勝
◇ジュニア男子組手 +76㎏ 出場
火の国旗全国高等学校空手道優勝大会(5/3・4・
5)
◇団体組手 優勝
アジアジュニア&カデット、U-21空手道選手権大
会(5/11・12・13)
◇カデット男子組手 +70kg 3位
◇ジュニア男子組手 -55kg 7位
◇ジュニア男子組手 -76kg 優勝
全国高等学校空手道選手権大会(8/3・4・5・6)
◇団体組手 準優勝
◇個人組手 5位
国民体育大会(10/6・7・8)
◇個人形 3位
◇個人組手 5位・ベスト16
◇団体組手(男女混合) 準優勝
ユースオリンピック競技大会(10/17・18)
◇個人組手 ＋68㎏級 出場
－61㎏級 準優勝
桃太郎杯全国高等学校空手道錬成大会(1/4・5・
6)
錬成大会◇団体組手 3位
◇個人組手 ベスト8
一年生大会
◇個人組手 準優勝・ベスト8

平成３０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(6/3)
◇団体組手 優勝
◇個人組手 優勝・準優勝・3位
◇個人形 3位
香川県空手道選手権大会・香川県少年少女空手
道選手権大会(9/24)
◇個人組手
少年女子 優勝・準優勝・3位
成年女子 優勝・準優勝・3位
◇個人形 準優勝
空手道新人戦兼四国選抜大会香川県予選会
(11/4)
◇個人形 優勝・3位
◇団体形 優勝
◇個人組手
－63㎏級 優勝・準優勝・3位
－59㎏級 優勝・準優勝・3位
＋59㎏級 優勝・準優勝・3位
◇団体組手 優勝

四国高校空手道選手権大会(6/16・17)
◇団体組手 優勝
◇個人組手 優勝・準優勝・3位
四国地区空手道選手権大会(9/2)
◇個人形 3位
◇個人組手 優勝・準優勝・3位・5位
◇団体組手 優勝
全国高等学校空手道選抜大会四国地区予選会
(12/15・16)
◇団体形 優勝
◇個人形 準優勝
◇団体組手 優勝
◇個人組手
－53㎏級 優勝・準優勝・4位
－59㎏級 優勝・準優勝・3位・4位
＋59㎏級 優勝・準優勝・3位

全国大会・国際大会など
火の国旗全国高等学校空手道優勝大会(5/3・4・
5)
◇団体組手 5位
アジアジュニア&カデット、U-21空手道選手権大
会(5/11・12・13)
◇カデット女子組手 -54kg 優勝
全国高等学校空手道選手権大会(8/3・4・5・6)
◇団体組手 3位
国民体育大会(10/6・7・8)
◇個人組手 3位
◇団体組手(男女混合) 2位
桃太郎杯全国高等学校空手道錬成大会(1/4・5・
6)
本大会◇団体組手 優勝
◇個人組手 優勝・3位
一年生大会
◇団体組手 3位
◇個人組手 ベスト8・16

平成３０年度部活動戦績表(野球)
県大会など
春季四国地区高等学校野球香川大会(3/28)
◇2回戦進出
第100回全国高等学校野球選手権記念香川大会
(7/16)
◇2回戦進出

四国大会

全国大会・国際大会など

平成３０年度部活動戦績表(ゴルフ)
県大会など

四国大会

県総体(6/4)
◇女子団体 優勝
◇女子個人 準優勝・3位タイ・5位タイ
香川県女子アマチュアゴルフ選手権競技(6/13・
14)
◇個人 優勝
香川県高等学校ゴルフ対抗戦(10/10・11)
◇女子団体 優勝

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(6/9・10)
◇女子団体 優勝
※全国大会進出
四国ジュニアゴルフ選手権競技・平成30年度四
国高等学校ゴルフ選手権大会(7/24・25)
◇女子個人 優勝・4位・7位・8位
※全国大会に進出
黒潮ジュニア選手権(8/28・29)
◇高校女子の部 3位
四国高等学校ゴルフ選手権春季大会兼全国高等
学校ゴルフ選手権大会予選(12/26・27)
◇男子の部
9位
◇女子の部
4位・7位
※以上全国大会に進出

全国大会・国際大会など
日本女子アマチュアゴルフ選手権競技(6/19・
20・21・22)
◇50位
日本ジュニアゴルフ選手権競技(8/15・16・17)
◇12位
全国高等学校ゴルフ選手権大会(8/7)
◇女子団体 3位
◇女子個人 29位

平成３０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

香川県高等学校女子バレーボール強化大会出場
(5/3)
県総体(6/2)出場
後藤杯(9/15)出場
選手権大会(11/17)出場
東讃大会(12/17)
◇2部 優勝
香川県新人大会(2/3)出場

平成３０年度部活動戦績表(水泳)
県大会など

四国大会

県総体(6/2・3)
◇男子50ｍ自由形 8位(四国大会出場)
◇男子100ｍ自由形 8位(四国大会出場)
◇女子50ｍ自由形 3位(四国大会出場)
◇女子100ｍ自由形 5位(四国大会出場)
◇女子200ｍ自由形 5位(四国大会出場)
◇女子200ｍ個人メドレー 3位
(四国大会出場)
新人戦(9/23)
◇男子50ｍ自由形 4位
◇男子100ｍ自由形 6位
◇女子100ｍ自由形 6位
◇女子200ｍ自由形 5位

全国大会・国際大会など

四国高等学校選手権(7/14・15)
◇男子50ｍ自由形 出場
◇男子100ｍ自由形 出場
◇女子50ｍ自由形 出場
◇女子100ｍ自由形 出場
◇女子200ｍ自由形 出場
◇女子200ｍ個人メドレー 7位

平成３０年度部活動戦績表(バトントワーリング)
県大会など

四国大会

全国大会・国際大会など
全日本バトントワーリング選手権大会(3/22・
23・24)
◇ソロトワール
U-18 4位
◇トゥーバトン
U-18 5位
世界バトントワーリング選手権大会(8/1・2・
3・4・5)
◇女子ジュニア 2位

平成３０年度部活動戦績表(卓球・男子)
県大会など
県高等学校春季強化卓球大会(4/21・30)
◇学校対抗 第8位
◇ダブルス 第5位・第9位・ベスト32
◇シングルス ベスト32・64
県総体(6/2・3・4）
◇学校対抗 第5位
◇ダブルス 第9位・ベスト32
◇シングルス 第5位・ベスト32・64
国体県選考会・少年の部(7/21・24)
◇シングルス 第6位・ベスト32・64
県高校夏季強化卓球大会(8/22)
◇学校対抗 第5位
全日本卓球選手権大会(ジュニアの部)県予選会
(9/15)
◇シングルス ベスト32・64
県高等学校新人卓球大会(10/20・27)
◇学校対抗 第5位
◇ダブルス 第5位・第9位・ベスト32
◇シングルス 第9位・ベスト32・64
県卓球選手権大会(11/24・25)
◇団体 第9位
◇ダブルス ベスト32
◇シングルス ベスト32
全国高校選抜卓球大会県予選会(12/24)
◇シングルス 第9位・ベスト32・64
県高等学校強化卓球大会(2/9・10)
◇学校対抗 第6位
◇シングルス 第9位・ベスト32・64
県卓球協会長杯卓球大会
◇団体 3・4位決勝トーナメント 準優勝
3・4位決勝トーナメント 第3位
高松市長杯卓球大会
◇団体 （1部）第3位 （2部）第3位

四国大会
四国高等学校総合体育大会
(6/15・16・17)
◇シングルス ベスト32

全国大会・国際大会など

平成３０年度部活動戦績表(卓球・女子)
県大会など

四国大会

県高等学校春季強化卓球大会(4/21・30)
◇学校対抗 優勝
◇ダブルス 第3位・第9位・ベスト32
◇シングルス 第9位・ベスト32・64
県総体(6/2・3・4)
◇学校対抗 第3位
◇ダブルス 第5位・第9位
ベスト32・64
◇シングルス 第9位・ベスト32・64
国体県選考会・少年の部(7/21・24)
◇シングルス 第9位・ベスト32・64
県高校夏季強化卓球大会(8/21)
◇学校対抗 第4位
全日本卓球選手権大会(ジュニアの部)県予選会
(9/15)
◇シングルス ベスト32・64
県高等学校新人卓球大会(10/20・27)
◇学校対抗 第3位
◇ダブルス 第5位・第9位・ベスト32
◇シングルス 第9位・ベスト32・64
県卓球選手権大会(11/24・25)
◇団体 第5位
◇ダブルス 第9位
◇シングルス 第9位・ベスト32
全国高校選抜卓球大会県予選会(12/24)
◇シングルス 優勝・第3位・第5位
第9位・ベスト32・64
県高等学校強化卓球大会(2/9・10)
◇学校対抗 第4位
◇シングルス 第9位・ベスト32・64
県卓球協会長杯卓球大会
◇団体 3位決勝トーナメント 準優勝
3位決勝トーナメント 第3位
高松市長杯卓球大会
◇団体 （1部）第3位 （2部）準優勝

四国高等学校総合体育大会
(6/15・16・17)
◇学校対抗 第9位
◇ダブルス 第9位
◇シングルス 出場
四国卓球選手権大会(四国高等学校新人卓球大
会)(1/25・26・27)
◇団体 ２回戦進出
◇シングルス 出場

全国大会・国際大会など
第46回全国高等学校選抜卓球大会
(3/24・25・26・27・28)
◇シングルス 出場

平成３０年度部活動戦績表(野球)
県大会など
春季四国地区高等学校野球香川大会(3/28)
◇2回戦進出
第100回全国高等学校野球選手権記念香川大会
(7/16)
◇2回戦進出

四国大会

全国大会・国際大会など

平成３０年度部活動戦績表(ゴルフ)
県大会など

四国大会

県総体(6/4)
◇女子団体 優勝
◇女子個人 準優勝・3位タイ・5位タイ
香川県女子アマチュアゴルフ選手権競技(6/13・
14)
◇個人 優勝
香川県高等学校ゴルフ対抗戦(10/10・11)
◇女子団体 優勝

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(6/9・10)
◇女子団体 優勝
※全国大会進出
四国ジュニアゴルフ選手権競技・平成30年度四
国高等学校ゴルフ選手権大会(7/24・25)
◇女子個人 優勝・4位・7位・8位
※全国大会に進出
黒潮ジュニア選手権(8/28・29)
◇高校女子の部 3位
四国高等学校ゴルフ選手権春季大会兼全国高等
学校ゴルフ選手権大会予選(12/26・27)
◇男子の部
9位
◇女子の部
4位・7位
※以上全国大会に進出

全国大会・国際大会など
日本女子アマチュアゴルフ選手権競技(6/19・
20・21・22)
◇50位
日本ジュニアゴルフ選手権競技(8/15・16・17)
◇12位
全国高等学校ゴルフ選手権大会(8/7)
◇女子団体 3位
◇女子個人 29位

平成３０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

香川県高等学校女子バレーボール強化大会出場
(5/3)
県総体(6/2)出場
後藤杯(9/15)出場
選手権大会(11/17)出場
東讃大会(12/17)
◇2部 優勝
香川県新人大会(2/3)出場

平成３０年度部活動戦績表(水泳)
県大会など

四国大会

県総体(6/2・3)
◇男子50ｍ自由形 8位(四国大会出場)
◇男子100ｍ自由形 8位(四国大会出場)
◇女子50ｍ自由形 3位(四国大会出場)
◇女子100ｍ自由形 5位(四国大会出場)
◇女子200ｍ自由形 5位(四国大会出場)
◇女子200ｍ個人メドレー 3位
(四国大会出場)
新人戦(9/23)
◇男子50ｍ自由形 4位
◇男子100ｍ自由形 6位
◇女子100ｍ自由形 6位
◇女子200ｍ自由形 5位

全国大会・国際大会など

四国高等学校選手権(7/14・15)
◇男子50ｍ自由形 出場
◇男子100ｍ自由形 出場
◇女子50ｍ自由形 出場
◇女子100ｍ自由形 出場
◇女子200ｍ自由形 出場
◇女子200ｍ個人メドレー 7位

平成３０年度部活動戦績表(バトントワーリング)
県大会など

四国大会

全国大会・国際大会など
全日本バトントワーリング選手権大会(3/22・
23・24)
◇ソロトワール
U-18 4位
◇トゥーバトン
U-18 5位
世界バトントワーリング選手権大会(8/1・2・
3・4・5)
◇女子ジュニア 2位

平成３０年度部活動戦績表(武術太極拳)
県大会など

四国大会

全国大会・国際大会など

「茨城国体公開競技『武術太極拳』四国ブロッ ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会(3/31・
ク選抜大会」
4/１)
「第27回JOCジュニアオリンピックカップ武術太
◇国際第三套路 南拳 準優勝
極拳選手選考会」
◇国際第三套路 南刀 3位
「第１回四国ブロック武術太極拳競技大会」
◇国際第三套路 南棍 3位
(10/27・28)
全日本武術太極拳選手権大会(7/6・8)
〈第27回JOCジュニアオリンピックカップ武術太
◇南拳 男子 4位
極拳選手選考会成績〉
◇南棍 男子 3位
◇ジュニア規定競技部門Ａ 優勝
◇南拳・国際第三套路（男子）
四国ブロック武術太極拳競技大会
◇南拳Ｂ（男子）優勝
◇南刀Ｂ短器械（男子）優勝
◇南棍Ｂ長器械（男子）優勝

平成３０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

香川県高等学校総合文化祭写真部門(11/14～
11/18)
◇奨励賞

平成３０年度部活動戦績表(コーラス)
県大会など
徳島音楽コンクール(10/6)
◇声楽部門高等学校の部 金賞

四国大会

全国大会・国際大会など

