
令和元年度部活動戦績表（空手道部・男子）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

香川県高等学校総合体育大会
主催：香川県高体連
大会期日：2019年６月２日(日)
大会会場：高松中央高校
♢男子個人形　　優勝 準優勝
♢男子個人組手　　優勝　準優勝　3位
♢男子団体組手　優勝
石川豊杯第50回記念香川県空手道選手権大会
主催：香川県空手道連盟
大会期日：令和元年度9月23日㈪
大会会場：丸亀市民体育館
♢組手競技成年男子　　３位

令和元年度香川県高体連第32回空手道新人戦
兼四国選抜大会香川県予選会
主催：香川県高等学校体育連盟
大会期日：令和元年11月３日(日)
大会会場：高松中央高等学校
♢男子個人形　準優勝
♢男子団体形　優勝
♢男子個人組手－61㎏級　優勝　準優勝　3位
♢男子個人組手－68㎏級　優勝　準優勝　3位
♢男子個人組手＋68㎏級　優勝　準優勝　3位
♢男子団体組手　優勝

四国新聞社杯
主催：香川県高体連
大会期日：2019年５月19日(日)
大会会場：高松市総合体育館
♢形　少年男子有級有段（国体選考）
　優勝　準優勝
♢組手　少年男子有級有段
　優勝　準優勝　3位
♢少年男子有級有段（国体選考）
　優勝　準優勝　3位

第27回四国高等学校選手権大会（四国総体）
主催：四国高等学校体育連盟
大会期日：2019年６月15日(土)16日(日)
大会会場：高松中央高等学校
♢男子個人形
　優勝　準優勝
♢個人組手
　優勝　準優勝　3位
♢団体組手　優勝
　
第40回記念四国地区空手道選手権大会
主催：全日本空手道連盟四国地区協議会
大会期日：令和元年９月１日㈰
大会会場：高知県立青少年体育館
♢少年男子形　優勝　準優勝
♢少年男子組手
　優勝　準優勝　3位
♢少年男子団体組手　優勝

令和元年度第39回全国高等学校空手道選手権大会四国地区
予選会
主催：四国高等学校体育連盟
大会期日：令和元年12月21日㈯、22日㈰
大会会場：高知県武道館
♢男子団体形　準優勝
♢男子個人組手
　－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
♢男子団体組手　優勝

第６回媛空杯　高等学校空手道錬成大会
主催：愛媛県空手道連盟
大会期日：令和２年（2020年）２月２日㈰
大会会場：愛媛県武道館
♢男子団体組手　団体組手A　優勝

第38回全国高等学校　空手道選抜大会
主催：全日本空手道連盟
大会期日：2019年３月25日(月)～27日(水)
大会会場：和歌山ビッグホエール
♢男子個人形
　準優勝　ベスト16
♢男子団体形　ベスト16
♢男子個人組手
－61㎏級　優勝　3位
－68㎏級　３位
＋68㎏級　３位　５位
♢男子団体組手　準優勝
第17回アジアジュニア&カデット、U-21空手道選手権大会
2019年4月26日〜28日　マレーシア・コタキナバル
ジュニア男子組手 -76kg　金メダル
カデット男子組手 +70kg 　出場
ジュニア男子組手 -55kg　出場
Ｕ-21男子組手-60kg　　　　出場

第32回火の国旗全国高等学校空手道優勝大会
主催：熊本日日新聞社・熊本県空手道連盟
大会期日：2019年５月４日(土)
大会会場：熊本市総合体育館
♢男子団体組手　優勝
令和元年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会
主催：全国高等学校体育連盟
大会期日：2019年８月８日㈭～11日㈰
大会会場：21世紀の森体育館（沖縄県名護市）
♢男子個人形　ベスト16
♢男子個人組手　５位　ベスト16
♢男子団体組手　優勝
令和元年度第74回国民体育大会
主催：公益財団法人日本体育協会
大会期日：2019年９月28日㈯～30日㈪
大会会場：牛久運動公園体育館
♢団体組手（男女混合）　優勝

第33回桃太郎杯　全国高等学校空手道錬成大会
主催：岡山県高等学校体育連盟空手道専門部
大会期日：2020年1月4日㈯～６日㈪
大会会場：ジップアリーナ岡山
♢本大会　男子個人組手　優勝
♢１年生大会　男子団体組手　優勝

令和元年度部活動戦績表（空手道部・女子）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

香川県高等学校総合体育大会
主催：香川県高体連
大会期日：2019年６月２日(日)
大会会場：高松中央高校
♢女子個人形　準優勝　３位
　　　　　　　　　♢女子個人組手　　優勝　準優勝　３位
♢女子団体組手　優勝
石川豊杯第50回記念香川県空手道選手権大会
主催：香川県空手道連盟
大会期日：令和元年度9月23日㈪
大会会場：丸亀市民体育館
♢組手競技成年女子
　優勝　準優勝　３位

令和元年度香川県高体連第32回空手道新人戦
兼四国選抜大会香川県予選会
主催：香川県高等学校体育連盟
大会期日：令和元年11月３日(日)
大会会場：高松中央高等学校
♢女子個人形　優勝
♢女子団体形　優勝
♢女子個人組手－53㎏級　優勝　準優勝　３位
♢女子個人組手－59㎏級　優勝　準優勝
♢女子個人組手＋59㎏級　優勝　準優勝　３位
♢女子団体組手　優勝

四国新聞社杯
主催：香川県高体連
大会期日：2019年５月19日
大会会場；高松市総合体育館
♢形　少年女子有級有段（国体選考）
　準優勝
♢組手　少年女子有級有段
　優勝　準優勝
♢組手　少年女子有級有段（国体選考）
　優勝　準優勝　３位

第27回四国高等学校選手権大会（四国総体）
主催：四国高等学校体育連盟
大会期日：2019年６月15日(土)16日(日)
大会会場：高松中央高等学校
♢女子個人形
　　３位
♢女子個人組手
　優勝　準優勝　３位
♢女子団体組手　優勝
　
第40回記念四国地区空手道選手権大会
主催：全日本空手道連盟四国地区協議会
大会期日：令和元年９月１日㈰
大会会場：高知県立青少年体育館
♢少年女子形　　３位
♢少年女子個人組手
　優勝　準優勝　３位
少年女子団体組手　優勝

令和元年度第39回全国高等学校空手道選手権大会四国地区
予選会
主催：四国高等学校体育連盟
大会期日：令和元年12月21日㈯、22日㈰
大会会場：高知県武道館
♢女子個人形 準優勝
♢女子団体形優勝
♢女子個人組手
　－53㎏級　優勝　準優勝　３位
　－59㎏級　優勝　準優勝
　＋59㎏級　優勝　準優勝　３位
♢女子団体組手優勝

第６回媛空杯　高等学校空手道錬成大会
主催：愛媛県空手道連盟
大会期日：令和２年（2020年）２月２日㈰
大会会場：愛媛県武道館
♢女子団体組手　女子団体組手A　優勝　準優勝

第38回全国高等学校　空手道選抜大会
主催：全日本空手道連盟
大会期日：2019年３月25日(月)～27日(水)
大会会場：和歌山ビッグホエール
♢女子個人形
　　出場
♢女子団体形　出場
♢女子個人組手
－53㎏級　ベスト16
－59㎏級　　出場
＋59㎏級　　５位
　　　　　　　ベスト16
♢女子団体組手　優勝

第32回火の国旗全国高等学校空手道優勝大会
主催：熊本日日新聞社・熊本県空手道連盟
大会期日：2019年５月４日(土)
大会会場：熊本市総合体育館
♢女子団体組手　優勝

令和元年度全国高等学校総合体育大会空手道競技会
主催：全国高等学校体育連盟
大会期日：2019年８月８日㈭～11日㈰
大会会場：21世紀の森体育館（沖縄県名護市）
♢女子個人組手　ベスト16
♢女子団体組手　３位

令和元年度第74回全国国民体育大会
主催：共益財団法人日本体育連盟
大会期日：2019年９月28日㈯～30日㈪
大会会場：牛久運動公園体育館
♢団体組手（男女混合）　優勝

第33回桃太郎杯　全国高等学校空手道錬成大会
主催：岡山県高等学校体育連盟空手道専門部
大会期日：2020年1月4日㈯～6日㈪
大会会場：ジップアリーナ岡山
♢１年生大会　女子個人組手　優勝



令和元年度部活動戦績表（体操競技部・女子）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

第59回香川県高等学校総合体育大会（６／1）
◇団体総合　準優勝
　
◇個人総合　3位
◇種目別
　・跳馬　　3位
　・段違い平行棒　3位
　・平均台　3位
　・ゆか　　準優勝
第７４回国民体育大会香川県予選会（体操競技）(6/23）
◇個人総合　3位　4位　　5位　6位
　　　　　（3名が、国体選手に選出）
令和元年度香川県高等学校新人大会(11/2）
◇団体総合　優勝
　
◇個人総合　準優勝　３位
◇種目別
　・跳馬　　　 準優勝　３位
　・段違い平行棒　準優勝　３位
　・平均台　　準優勝　３位
　・ゆか　　 　優勝　 　3位

第67回四国高等学校体操競技選手権大会（６／１５～６／１６）
◇団体総合　優勝
◇個人総合　４位　　５位　　６位
◇種目別
　・段違い平行棒　３位
　・平均台　３位
　・ゆか　　準優勝
国民体育大会　第40回四国ブロック大会（８／２６）
◇団体総合　優勝　香川県
　　　【3名が茨城国体に出場】

令和元年度全国高等学校総合体育大会体操競技選手権大会
（7/30-8/2）
個人出場
令和元年度第74回国民体育大会体操競技(9/12-9/15)
◇予選　団体総合　23位

令和元年度部活動戦績表（ソフトテニス部・男子）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

香川県高等学校総合体育大会
2019年６月１日(土)
団体戦　３位（四国大会出場）

香川県夏季大会
2019年８月１９日（月）
ベスト１６
香川県高等学校新人体育大会
2019年１０月27日（日）、１１月３日（日）
団体戦
準優勝（全日本高校選抜ソフトテニス大会四国予選会出
場）
個人戦
ベスト１６

香川県高校冬季ソフトテニス大会
２０１９年１２月２１日（土）
個人戦
３位

四国高等学校総合体育大会
2019年6月16日(日)
団体戦　初戦敗退

全日本高校選抜ソフトテニス大会四国予選会
２０２０年１月１８日（土）１９日（日）
団体戦２位校リーグ２位

令和元年度部活動戦績表（ソフトテニス部・女子）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

香川県高等学校総合体育大会
2019年６月３日(月)
個人戦　ベスト１６　（四国大会出場）

四国高等学校総合体育大会
2019年6月16日(日)
個人戦　出場

令和元年度部活動戦績表（ゴルフ部）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

第4回高松北RC杯香川県ジュニアオープン女子の部（4/28）
優勝
第５９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　準優勝
◇女子個人
　　４位　　　７位
第２３回香川県女子アマチュアゴルフ選手権競技( ６/５～６ )
◇８位

第12回香川県ジュニアゴルフ大会（8/16）
高校男子の部　優勝

第３９回四国女子アマチュアゴルフ選手権競技（5/15.16）
◇女子個人
７位
平成３１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(６/７～９)
◇女子団体の部　　７位
　
２０１９年四国ジュニアゴルフ選手権競技・平成３１年度四国高
等学校
ゴルフ選手権大会（７/24～25）
◇高校女子の部　　　　15歳～17歳の部　3位
２０１９第２０回　黒潮ジュニア選手権(8/28～29)
◇高校女子の部　　出場

平成３１年度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　出場
◇女子の部　出場

第1回全国中学校・高等学校選抜チャレンジ　マッチプレー選手
権大会　（8/31）　　男子の部　7位



令和元年度部活動戦績表（卓球部・男子）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

県高等学校春季強化卓球大会（4/20・4/30）
◇学校対抗　　第6位
◇ダブルス
第９位
◇シングルス
第９位

四国高等学校総合体育大会卓球競技（6/14・6/15・6/16）
◇ダブルス
出場

◇シングルス
出場

全国大会・国際大会など

県高等学校総合体育大会卓球競技（6/1・6/2・6/3）
◇学校対抗　　第５位
◇ダブルス
第５位
第９位
◇シングルス
第９位

国民体育大会県選考会（7/26・7/29）
◇少年男子の部
第９位

大阪国際招待卓球選手権大会県予選会（ジュニアの部）（8/1）
◇男子ジュニア
第５位（決定リーグ戦進出）
第９位

県高等学校夏季強化卓球大会（8/28）
◇男子学校対抗
第５位

全日本卓球選手権大会（ジュニアの部）県予選会）（10/22）
◇シングルス
ベスト32

県高等学校新人卓球大会（11/2・11/4・11/16）
◇学校対抗　第４位
◇ダブルス
第５位
第９位
◇シングルス
第９位

県高等学校春季強化卓球大会（4/20・4/30）
◇学校対抗　　第３位
◇ダブルス
第３位
第５位
第９位
◇シングルス
第９位

全国高等学校選抜卓球大会（3/25・3/26・3/27・3/28）
◇シングルス
出場

県高等学校総合体育大会卓球競技（6/1・6/2・6/3）
◇学校対抗　　第３位
◇ダブルス
第５位
第９位
◇シングルス
ベスト３２

国民体育大会県選考会（7/26・7/29）
◇少年女子の部
ベスト３２

県卓球選手権大会（11/23・12/21）
◇団体戦
第９位（ベスト１６）　高松中央A・高松中央B
決勝トーナメント１回戦敗退　高松中央C
予選リーグ敗退（予選リーグ第３位）　高松中央D
◇ダブルス
ベスト３２（２回戦進出）
◇シングルス
ベスト６４（３回戦進出）

全国高等学校選抜卓球大会県予選会（12/25）
◇シングルス
第５位
第９位

県高等学校強化卓球大会（2/11）
◇男子学校対抗
第３位

令和元年度部活動戦績表（卓球部・女子）
県大会など 四国大会

大阪国際招待卓球選手権大会県予選会（ジュニアの部）（8/1）
◇女子ジュニア
第９位

県高等学校夏季強化卓球大会（8/29）
◇女子学校対抗
第４位

全日本卓球選手権大会（ジュニアの部）県予選会（10/22）
◇シングルス
第９位

県高等学校新人卓球大会（11/2・11/4・11/16）
◇学校対抗　第４位
◇ダブルス
第３位　第５位
◇シングルス
第９位

県卓球選手権大会（11/23・12/21）
◇団体戦
第５位（ベスト８）　高松中央A
第９位（ベスト１６）　高松中央B
◇ダブルス
第９位（２回戦進出）
◇シングルス
ベスト３２（３回戦進出）

全国高等学校選抜卓球大会県予選会（12/25）
◇シングルス
優勝　第３位　第５位　第９位

県高等学校強化卓球大会（2/11）
◇女子学校対抗
第３位

四国卓球選手権大会（四国高等学校新人大会卓球競技）
（2/7・2/8・2/9）
◇団体　出場（２回戦進出）
◇ジュニア
出場（２回戦進出）

四国高等学校総合体育大会卓球競技（6/14・6/15・6/16）
◇学校対抗
第９位
◇ダブルス
出場



令和元年度部活動戦績表（柔道部・男子）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

総合体育大会柔道競技　香川県予選（６/１～６/２）
男子団体　ベスト８
81kg級　ベスト４

第６８回四国高等学校選手権大会（６/１６）
81kg級　ベスト８

令和元年度部活動戦績表（柔道部・女子）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

全日本ジュニア柔道体重別選手権大会県予選会(5/6)
48ｋｇ級　優勝

総合体育大会柔道競技　香川県予選（６/１～６/２）
女子団体戦　一回戦敗退
63kg級　第三位
70kg級  準優勝
78kg級　第三位

香川県新人柔道大会（１１/1～11/2）
52kg級　優勝
５７kg級　３位
６３kg級　準優勝
７０kg級　優勝

香川県高校柔道選手権大会（１/11～12）
52kg級　準優勝
５７kg級　準優勝
６３kg級　３位

第６８回四国高等学校選手権大会（６/１６）
70kg級　出場
78kg級　出場
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会四国予選（７/７）
48kg級　出場

四国新人大会
52kg級　出場
６３kg級　出場
70kg級　出場

令和元年度部活動戦績表（剣道部・男子）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

第７３回国民体育大会剣道競技一次予選会 H31.04.21
第３位
令和元年度香川県高等学校総合体育大会　団体の部
R1.06.01
２回戦進出
令和元年度香川県高等学校総合体育大会　個人の部
R1.06.02
第３位
ベスト8
令和元年度香川県高等学校剣道新人大会　個人の部
R1.12.08
ベスト8

第６５回四国高等学校剣道選手権大会　個人の部　R1.06.15
ベスト16
出場
第２０回四国高等学校剣道新人大会　個人の部　R2.02.01
出場

令和元年度部活動戦績表（剣道部・女子）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

令和元年度香川県高等学校総合体育大会　個人の部
R1.06.02
2回戦進出

令和元年度部活動戦績表（バドミントン部・男子）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

第51回香川県協会杯バドミントン選手権大会（４月27・28日）
ダブルス：　ベスト　３２
シングル：　ベスト　３２

第５９回香川県高等学校総合体育大会（６月１・２・３日）
団　　体　：　　ベスト　８
ダブルス：　　ベスト　３２
シングル：　　ベスト　３２
　
香川県高等学校新人強化大会（８月2４日・８月３１日）
ダブルス　３回戦進出
シングル　　　　ベスト　１６

　第５９回香川県高等学校新人バドミントン競技大会
（1１月２・３・４日）
団　　体　：　ベスト　８
ダブルス　　　　３回戦進出
シングル　　　　　ベスト１６
　
　
　
　



令和元年度部活動戦績表（バドミントン部・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(4/27･28) 第67回 四国高等学校バドミントン選手権大会(6/15･16)

◇ダブルス　ベスト16 ◇学校対抗　1回戦敗退　高松中央 ０－３ 城東（徳島県）

香川県高等学校総合体育大会バドミントン競技(6/1･2･3)

◇学校対抗　第４位　高松中央 ３－０  英明

◇シングルス　ベスト16

◇ダブルス　ベスト16

　　　　　　　　　　　　　 高松中央 ３－０　坂出商業

　　　　　　　　　　　　　 高松中央 ０－３  香川中央（準決勝）

　　　　　　　　　　　　　 高松中央 １－３  高松西（３位決定戦）

全日本ジュニアバドミントン選手権大会香川県予選(8/10)

◇シングルス　ベスト16

◇ダブルス　第３位

香川県高等学校新人強化バドミントン大会(8/24･31)

◇シングルス　ベスト８

◇ダブルス　ベスト16

香川県高等学校新人バドミントン競技大会(11/2･3･4)

◇学校対抗　ベスト８　高松中央 ３－０ 高松南

　　　　　　　　　　　　　　高松中央 ２－３ 坂出商業

◇シングルス　ベスト16

◇ダブルス　ベスト16

香川県高等学校新チーム強化バドミントン大会(2/1)

◇学校対抗　第5・第6シード決定トーナメント

　　　 　　　第2位　高松中央 ３－０ 津田

　　　　　　　　　　　 高松中央 ３－１ 英明

　　　　　 (準決勝） 高松中央 ３－２ 坂出

　　　　　 (決勝)　　高松中央 １－３ 善通寺第一

　　　 (２位決定戦)高松中央 ３－２ 高松東

令和元年度部活動戦績表（バスケットボール部・男子）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

県総体（6/1）
◇ベスト８

U１８リーグ戦(男子１部)(7/13～9/16)
◇準優勝

令和元年部活動戦績表（バスケットボール部・女子）
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1日）　　※ベスト16
◇　１回戦
高松中央　93－17　高松工芸

◇　２回戦
高松中央　57－70　英明

U１８リーグ戦女子2部 (8月3日･31日･9月29日)
高松中央　88－30　高松東

◇　２回戦
高松中央　52－124　高瀬

東讃大会 （8月24日）　※ベスト8

高松中央　90－26　高松工芸
高松中央　136－22　三木
高松中央　91－42　高松桜井
高松中央　97－46　三本松
高松中央　58－39　高松
※女子2部リーグ　優勝 (6勝0敗)

◇　２回戦
高松中央　73－37　高松北
◇　準々決勝
高松中央　70－71　香川中央

全国高校選手権大会　県予選（10月26日～）　※ベスト８

◇　１回戦
高松中央　93－50　観音寺総合

香川県新人大会（1月11･12･13･18日）  ※ベスト８
◇　２回戦
高松中央　45－24　高松
◇　準々決勝
高松中央　43－58　英明



令和元年度部活動戦績表（ハンドボール部・男子）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

県総体　6/1
◇ベスト８

国体県予選　7/6・7
◇1回戦敗退

新人大会　11/2・3
◇1回戦敗退

県ハンドボールフェスティバル
◇予選リーグ３位

令和元年度部活動戦績表（サッカー部・男子）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

・県総体
ベスト１６
・高円宮杯JFA　U-18サッカーリーグ２０１９
香川２部所属　◇来季1部昇格

令和元年度部活動戦績表（野球部）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

第１０１回全国高等学校野球選手権香川大会
２回戦進出

令和元年度部活動戦績表（バレーボール部・女子）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

☆4/20　強化大会
高松中央　対　高松北　●0（5－25　　7－25）2

☆6/1・6/2　県総体　ベスト16
高松中央　対　高松工芸　〇2（25－22   25-23）0
高松中央　対　丸亀城西　●0（16－25　4－25）2

☆9・14　第23回後藤杯香川県高等学校バレーボール大会
香川高専・高松中央　対　丸亀　●0（22－25　　20－25）2

☆11/16　第72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　　ベスト１６
高松中央　対　観音寺一高　〇2（25－10　　25－11）0
高松中央　対　高松南　　　　●0（ 9ー25　　　6－25）2

☆2/2　香川県高等学校新人バレーボール大会
高松中央　対　高松桜井　●0（11－25　　　11－25）2

令和元年度部活動戦績表（水泳部）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

高校総体（6/1～6/2）
◇男子５０ｍ自由形
　７位　　　　 　　［四国大会出場］
◇男子１００ｍ自由形
　８位　　　　　 ［四国大会出場］
◇男子２００ｍ自由形
　５位　　　　　 ［四国大会出場］
◇女子２００ｍ自由形
　８位

新人戦（9/21）
◇男子１００ｍ自由形
　３位

四国高等学校選手権（7/20～7/21）
◇男子５０ｍ自由形
　出場
◇男子１００ｍ自由形
　出場
◇男子２００ｍ自由形
　出場

令和元年度部活動戦績表（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

第10回WBTFインターナショナルカップ　女子シニア日本代表
（フランス、リモージュ）　8/5-8/8
◇アーティスティックトワール　銅メダル
2019年IBTFグランプリ大会女子シニア日本代表（フランス）
8/9-8/11
◇ソロトワール　6位
◇トウーバトン　銀メダル



令和元年度部活動戦績表（武術太極拳）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

令和元年１１月１７日　第２回四国ブロック武術太極拳競技大会
国際第三套路短器械男子　優勝
国際第三套路徒手南拳男子　優勝

2019年　第27回 ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会
2019年4月20日
◇ 国際第三套路　男子南刀の部 　準優勝

◇ 国際第三套路　男子南棍の部　３位
 

（2019.7.12～7.14）
第３６回全日本武術太極拳選手権大会（第１５回世界武術選手
権大会[中国・上海]日本代表選手最終選考会）
◇男子南棍の部
優勝
◇男子南刀の部
準優勝
◇男子南拳の部
優勝

令和元年度部活動戦績表（陸上部）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

2019丸亀カーニバル　兼　国体第１次予選会
(H31 4/20～21、Pikaraスタジアム(丸亀競技場))
 
男子５０００ｍ決勝進出

 男子高校砲丸投 決勝 進出
9位
男子高校円盤投　決勝  進出
9位

第７２回 四国高等学校　陸上競技対校選手権大会
（R1 6/15～17、鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジ
アム）                                                               男子円盤
投げ 決勝進出
(第１０位)

2019香川陸上競技選手権大会
(R1 5/1～2、Pikaraスタジアム(丸亀競技場)
男子走り幅跳　決勝進出
男子円盤投　　5位
男子砲丸投げ　決勝進出8位

第５１回　近県陸上競技カーニバル大会
（R1 5/11～12、観音寺市総合運動公園陸上競技場）
男子円盤投決勝進出　　　　3位
男子砲丸投決勝進出　　　　6位

令和元年度　香川県高等学校総合体育大会　陸上競技
（R1 6/1～3、Pikaraスタジアム（丸亀競技場））
男子棒高跳び決勝進出
男子走り幅跳び決勝進出
男子円盤投決勝進出　　　3位、四国大会出場
男子砲丸投決勝進出　　　7位

第74回国民体育大会　陸上競技　香川県最終予選会

(R1 8/17～18、 Pikaraスタジアム(丸亀競技場))

男子5000m　決勝進出

男子棒高跳　決勝進出

2019年度　香川陸協記録会

(R1 7/14～15、 Pikaraスタジアム(丸亀競技場))

　

2019年度　高松市陸上競技選手権大会

(R1 8/31～9/1、 屋島レクザムフィールド)

男子一般・高校 １５００ｍ 決勝進出

男子少年Ｂ3000ｍ 決勝進出

男子少年共通円盤投　決勝進出　3位

男子高校少年Ｂ砲丸投　決勝進出　準優勝

2位

令和元年度香川県高等学校新人陸上競技対校選手権大会

(R1 9/15～16、Ｐｉｋａｒａスタジアム(丸亀競技場))

男子高校 円盤投　決勝進出

男子高校 砲丸投　決勝進出　3位

男子一般・高校 棒高跳　決勝進出　準優勝

2019屋島カーニバル大会

(R1 9/21～22、屋島レクザムフィールド)

男子円盤投　決勝進出

男子砲丸投　決勝進出

男子棒高跳　決勝進出

男子１５００ｍ 決勝進出

男子５０００ｍ 決勝進出

男子４×１００ｍリレー　決勝進出

男子高校 円盤投　決勝進出

男子高校 砲丸投　決勝進出

男子 棒高跳　決勝進出

男子１５００ｍ 決勝進出

男子４×１００ｍリレー　決勝進出



令和元年度部活動戦績表（写真部）

県高文祭
奨励賞

全国大会・国際大会など四国大会県大会など

令和元年度部活動戦績表（キャリアサポート部）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

2019年6月2日
第121回香川県高等学校珠算・電卓競技大会
珠算の部　　［四国大会出場］
　
2019年11月2日
令和元年度第21回香川県高等学校珠算・電卓新人競技大会
電卓の部　　　伝票算の部　3等

2019年7月23日
第63回四国高等学校珠算・電卓競技会
珠算の部　出場

令和元年度部活動戦績表（箏曲部）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

県高文祭
奨励賞


