
令和２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

第６０回香川県高等学校総合体育大会空手道競技（R2.7.25)

　　　　◆男子団体組手　優勝

　　　　◆男子個人形　　　　　　　　　　　　　　優勝　準優勝　3位

　　　　◆男子個人組手　　　　　　　　　　　　優勝　準優勝　3位
　
　

令和2年度香川県高等学校新人空手道競技大会（R2.11.15)

　　　　◆男子団体組手　優勝
　　　　◆男子団体形　 　優勝
　　　　◆男子個人形　　　　　　　　　　　　　　優勝　準優勝
 
　　　　◆男子個人組手　-55kg　　　 　　　　優勝　3位
　　　　◆男子個人組手　-61kg　　　 　　　　優勝　準優勝
    　  ◆男子個人組手　-68kg　　　 　　　　優勝　準優勝　3位
  　　　◆男子個人組手　-76kg　　　 　　　　優勝　準優勝　3位
　　　　◆男子個人組手　＋76kg　　　 　　　優勝　準優勝
　　　　◆男子個人組手　重量級　　 　　　　３位
　

第40回全国高等学校空手道競技大会　四国地区予選（Ｒ
2.12.20）
　　　　◆男子団体組手　優勝
　　　　◆男子団体形　 　優勝
　
　　　　◆男子個人形　　　　　　　　　　　　　　優勝　準優勝
　
　　　　◆男子個人組手　-55kg　　　 　　　　優勝　3位
　　　　◆男子個人組手　-61kg　　　 　　　　優勝　準優勝
　
    　  ◆男子個人組手　-68kg　　　 　　　　優勝　準優勝　3位
　
  　　　◆男子個人組手　-76kg　　　 　　　　優勝　準優勝　3位

　　　　◆男子個人組手　＋76kg　　　 　　　優勝　準優勝　3位
　

全国空手選手権　（R2.12.13）
         ◆個人組手男子　第３位

第40回全国高等学校空手道選抜大会(Ｒ３.３．２４～26
        ◆男子団体組手　出場

　　　　◆男子個人組手+７９ｋｇ級　優勝
 
　　　　◆男子個人組手-７６ｋｇ級　５位

令和２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

第６０回香川県高等学校総合体育大会空手道競技（R2.7.25)
　　　　◆女子団体組手　優勝

　　　　◆女子個人形　　　　　　　　　　　　　　優勝　準優勝　3位
　　　　◆女子個人組手　　　　　　　　　　　　優勝　準優勝　3位

令和2年度香川県高等学校新人空手道競技大会（R2.11.15)
　　　◆女子団体組手　優勝
　　　◆女子団体形　 　優勝

　　  ◆女子個人形　　　　　　　　　　　　　　優勝
      ◆女子個人組手　－４８ｋｇ　　　　　　優勝　準優勝　3位
　　　◆女子個人組手　－５３ｋｇ　　　　　　優勝　準優勝
　　　◆女子個人組手　－５９ｋｇ　　　　　  優勝　準優勝　3位
　　　◆女子個人組手　＋５９ｋｇ　　　　　　優勝　準優勝
　

第40回全国高等学校空手道競技大会　四国地区予選（Ｒ
2.12.20）
　　　　◆女子団体組手　優勝
　　　　◆女子団体形　 　優勝
　　  ◆女子個人形　　　　　　　　　　　　　　準優勝
      ◆女子個人組手　－４８ｋｇ　　　　　　優勝　準優勝　3位

　　　◆女子個人組手　－５３ｋｇ　　　　　　優勝　準優勝　3位
　

　　　◆女子個人組手　－５９ｋｇ　　　　　優勝　準優勝
　
　　　◆女子個人組手　＋５９ｋｇ　　　　　　優勝　準優勝　3位

全国空手選手権　（R2.12.13）
         ◆個人組手女子　第３位

第40回全国高等学校空手道選抜大会(Ｒ３.３．２４～26
　　　　◆団体組手　女子　優勝
　
　　　　◆女子個人組手＋59ｋｇ級　優勝
 
　　　　◆女子個人組手-48ｋｇ級　５位
 
　　　　◆女子個人組手-53ｋｇ級　５位
 
　　　　◆女子個人組手-59ｋｇ級　５位

令和２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

令和2年度香川県高等学校体操競技記念大会
（県総体代替大会）　R02.08.02
◇　団体総合　優勝
◇　個人総合
　　優勝　準優勝　3位
◇　種目別
　　・跳馬　　優勝　準優勝　3位
　　・段違い平行棒
　　　　　　　　優勝　準優勝　3位
　　・平均台　優勝　準優勝　3位
　　・ゆか　　優勝　準優勝　3位
令和2年度香川県高等学校新人体操競技大会　R02.11.07
◇　個人総合
　　優勝　準優勝
◇　種目別
　・跳馬　　優勝　準優勝
　・段違い平行棒
　　　　　　　優勝　準優勝
　・平均台　　優勝　準優勝
　・ゆか　　　優勝　準優勝

2020全日本高等学校体操競技選抜鯖江大会　R02.10.22-25
出場



令和２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

令和２年度香川県高等学校柔道大会（県総体代替大会）
R2.8.29　男子団体戦　一回戦敗退
R2.8.30　男子個人戦
　　　　　９０㎏級　ベスト８

令和２年度 香川県高等学校新人柔道大会
R2.11.1　男子個人戦
　　　　　８１kg級　3位

第３回 四国高等学校柔道新人大会
R2.12.13　男子個人戦
　　　　　８１㎏級 出場
　　　　　⇒新型コロナウイルス感染拡大のため大会中止

令和２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

令和２年度香川県高等学校柔道大会（県総体代替大会）
R2.8.29
女子団体試合　３位
R2.8.30
女子個人試合　４８ｋｇ級　準優勝
　　　　　　　７０ｋｇ級　３位

第43回全国高等学校柔道選手権香川県大会
R3.1.17　女子個人戦
　　　　　４８kg級 準優勝
R3.1.18　女子団体戦　３位

令和２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ソフトテニス競技代替大会
２０２０年８月２日（日）
個人戦
ベスト１６

令和２年度香川県高等学校新人体育大会ソフトテニス競
技
２０２０年１１月１日（日）、１１月８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

令和２年度　香川県高等学校冬季ソフトテニス大会
２０２０月１２月２６日
個人戦
優勝　準優勝

全国高等学校選抜ソフトテニス大会四国予選会
２０２１年１月１６、１７日

団体戦　出場



◇個人戦シングルス

※令和２年度香川県高等学校新人卓球大会のシード権獲得

◇個人戦シングルス　男子ジュニアの部

5位

令和2年度第67回四国卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）

〔四国高等学校新人卓球大会〕・男子ジュニア出場

9位

令和2年度第67回四国卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）

出場決定トーナメント2回戦進出

◇個人戦シングルス

5位

◇個人戦男子シングルス

ベスト３２（3回戦進出）

令和２年度　香川県高等学校新人卓球大会（団体）（11／21）

◇男子学校対抗

４位

令和3年度香川県高等学校春季強化大会学校対抗シード権獲得

2020年度香川県卓球選手権大会（１１／２８）

◇個人戦男子シングルス

ベスト３２

◇個人戦シングルス　男子ジュニアの部

５位

令和2年度第67回四国卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）
〔四国高等学校新人卓球大会〕・男子ジュニア出場

◇男子シングルス

優勝

令和2年度第48回全国高等学校選抜卓球大会・男子シングルスの部出場

3位　　9位

◇個人戦シングルス　5位

◇個人戦シングルス　女子ジュニアの部　9位

令和2年度第67回四国卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）

出場決定トーナメント進出

2回戦進出

◇個人戦女子シングルス

ベスト３２（２回戦進出）

◇個人戦シングルス　3位

令和２年度　香川県高等学校新人卓球大会（団体）（11／21）

◇女子学校対抗　4位

令和3年度香川県高等学校春季強化大会学校対抗シード権獲得

2020年度香川県卓球選手権大会（１１／２８）

◇個人戦女子シングルス

ベスト３２（３回戦進出）

◇女子シングルス
準優勝　3位　9位

令和２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

県高等学校卓球大会（県総体代替大会)(8/1～8/2) 令和2年度第67回四国卓球選手権大会（一般・ジュニア
の部）（四国高等学校新人大会卓球競技）（1/30）

令和2年度第48回全国高等学校選抜卓球大会大会
（3/25～3/28）

・2位トーナメント

◇個人戦シングルス ◇男子ジュニア ◇男子シングルス出場

9位 ベスト32（2回戦進出）

令和2年度香川県高等学校夏季強化卓球大会（シングル
ス）（８／２９）

令和2年度　全日本卓球選手権大会（ジュニアの部）香川県予
選会（９／２６）

令和2年度香川県高等学校新人卓球大会（シングルス）（10／31）

5位
・３位トーナメント
優勝  9位

3位    11位

令和2年度　全日本卓球選手権大会（一般の部）香川県予選会
（１１／３）

令和2年度第48回全国高等学校選抜卓球大会（個人の部）香
川県予選会（１２／２５）

令和２年度部活動戦績表（卓球部・女子）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

県高等学校卓球大会（県総体代替大会)(8/1～8/2)
◇個人戦シングルス

第５位
ベスト１６
ベスト３２

令和２年度　香川県高等学校新人卓球大会（団シングルス）
（11／15）

・2位トーナメント　9位

令和2年度　全日本卓球選手権大会（ジュニアの部）
香川県予選会（９／２６）

令和2年度　全日本卓球選手権大会（一般の部）香川県
予選会（１１／３）

令和2年度香川県高等学校夏季強化卓球大会（シングルス）（８
／３０）

※令和２年度香川県高等学校新人卓球大会のシード権獲得

令和2年度第48回全国高等学校選抜卓球大会（個人の
部）香川県予選会（１２／２５）



県総体代替大会（R2.7.23～25）

砲丸投げ　　10m47　9位

円盤投げ　　29m78　10位

令和２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

高松市陸上競技選手権大会(R2.9.12～13)

1500m決勝進出

棒高跳決勝進出

円盤投決勝進出

砲丸投決勝進出

棒高跳　　4m40　第3位

2020年度香川カーニバル競技大会

第69回香川県高等学校新人陸上競技大会

円盤投　　32m78　第3位

2021香川投てき記録会

円盤投　　36m04　優勝

令和２年度部活動戦績表（バスケットボール部・男子）

円盤投　　32m04　第8位

砲丸投　　11m24　第7位

棒高跳　　4ｍ40　第8位

第40回香川室内跳躍競技会

棒高跳　　4ｍ60　第4位

県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

香川県総体代替試合(夏季大会) （7月25･26日）
◇　２回戦
高松中央　44-33　高松桜井
◇　３回戦
高松中央　36-39　寒川

全国高等学校バスケットボール選手権大会　香川県予選会(10月24・25日)

◇　２回戦
高松中央　59－57　高松第一
◇　３回戦
高松中央　85－54　観音寺総合
◇準々決勝
高松中央　65－113　高松商業　　(ベスト８)

香川県高等学校新人バスケットボール大会(1月11・16日)

◇　２回戦
高松中央　88－42　高松北
◇　３回戦
高松中央　69－73　香川中央

令和２年度部活動戦績表（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

香川県総体代替試合(夏季大会) （7月25･26日）
※ブロック準優勝
◇　準決勝
高松中央　44－34　香川中央
◇　決勝
高松中央　27－57　高瀬

全国高校選手権大会　県予選（10月24日～）　※ベスト８

◇　１回戦
高松中央　67－52　丸亀
◇　２回戦
高松中央　61－53　丸亀城西
◇　準々決勝　
高松中央　38－77　高瀬

香川県新人大会（1月11･16･17日）  ※ベスト８
◇　１回戦
高松中央　82－21　高松工芸
◇　２回戦
高松中央　89－30　坂出
◇　準々決勝
高松中央　62－79　英明



令和２年度部活動戦績表（サッカー部・男子）

令和２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

県総体代替大会（7/23～7/26）
◇1回戦敗退
全国高校ハンドボール選抜大会香川県予選会（1/9～1/11）
◇1回戦敗退

県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

香川県総体代替大会（R2.7.11～R2.7.26)　第３位

2回戦　2020/7/11　vs坂出第一　5‐1

3回戦　2020/7/18　vs高松　7-0

準々決勝　2020/7/19　vs坂出商業　0-0　PK2-0

準決勝　2020/7/25　vs四国学院大学香川西　0-3

第3位

令和２年度　第９９回全国高等学校サッカー選手権大会　香川
県大会

２回戦2020/10/10　vs善通寺第一　12-0

３回戦2020/10/17　vs香川中央　不戦敗

令和２年度　香川県高等学校新人サッカー競技

２回戦2021/1/9　vs飯山　19-0

　　　ベスト16

３回戦2021/1/16　vs大手前高松　1-2

令和２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

香川県高等学校総合体育大会　代替大会　（８月８・９・10日）

ダブルス：　　３回戦　進出
シングル：　　ベスト　１６
　
香川県高等学校新人強化大会　（８月２２・２３・２９日）

ダブルス　　ベスト３２
シングル　　　　ベスト　３２

　第６０回香川県高等学校新人バドミントン競技大会
（１０月３１日　1１月１・３・１４日）
　
団　　体　：　高松中央　３ー０　高専詫間
　　　　　　　　高松中央　０ー３　香川中央
　
ダブルス　　　３回戦進出
シングルス　　４回戦進出
　
香川県高校新チーム強化バドミントン大会（２月６日）
　
　団　体　高松中央　３ー１　三本松
　　　　　　高松中央　０ー３　高松一

令和２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

県高校総体バドミントン競技代替大会（8/8･9･10）

◇ダブルス

香川県新人強化バドミントン大会（8/22･23･29）

◇シングルス

ベスト16

　 3回戦進出

◇シングルス

◇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(11/1･3･14)

◇学校対抗

　 1回戦敗退 高松中央 ２－３ 琴平

◇ダブルス

　　  ベスト16

香川県新チーム強化バドミントン大会(2/6)

◇シングルス

　 3回戦進出

◇学校対抗　2回戦進出

　 1回戦　高松中央 ３－２ 三木

　 2回戦　高松中央 １－３ 英明



令和２年度部活動戦績表（キャリアサポート部）
県大会など

令和２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

令和２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

新人戦（9/14）
◇男子５０ｍ自由形
　　準優勝
◇男子１００ｍ自由形
　　優勝

令和2年度香川県高等学校剣道大会（剣道競技総体代替大
会）
団体の部R2.07.24　ベスト８

令和２年度香川県高等学校剣道新人大会
団体の部R2.11.03　準優勝

令和２年度香川県高等学校剣道強化大会
団体の部R3.01.17　ベスト８

四国大会 全国大会・国際大会など

令和２年度　第２２回香川県高等学校珠算・電卓新人競技大会
（令和２年１１月３日）
電卓　伝票算の部　２等

令和２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

県総体代替大会（R.2.7.23）
高松中央高校●１（17－25　　25－21）１〇善通寺第一高校

令和２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２４回　香川県女子アマチュア選手県大会（R2.7.15～16）
　　　　　　　　優勝　４位
　

　令和２年度　香川県高等学校ゴルフ大会(県総体代替試合）
　(R2.7.23)　　　　３位
　

令和２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

令和２年度香川県高等学校野球大会
１回戦敗退


