
令和３年度部活動戦績表（新体操競技部・女子）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

第61回香川県高等学校総合体育大会
R.03.06.06　県立志度高校体育館
◇個人総合
　　準優勝
◇種目別
　・リボン　 優勝

令和３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61回香川県高等学校総合体育大会
　R.03.06.05　藤井高校体操場
◇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
　
第76回国民体育大会香川県予選　R03.06.27
◇個人総合
　準優勝　3位
　
　　3名国体選手

第69回四国高等学校体操競技選手権大会
　R.03.06.19～20　高知県青少年センター体育館
　◇団体総合　優勝
　◇個人総合
　　優勝　準優勝
　
　◇種目別
　　・段違い平行棒
　　　優勝　準優勝
　
　　・平均台
　　　優勝
2021国体四国ブロック大会
　R03.07.10～11　アミノバリューホール
◇団体総合　優勝　香川県　得点175.85

令和3年度全国高等学校総合体育大会体操競技
R03.8.9～8.11新潟県リージョンプラザ上越
◇団体総合　34位
2021全日本ジュニア体操競技選手権大会
R03.8.12～8.17神奈川県横浜武道館
◇団体総合　13位

令和３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61回香川県高等学校総合体育大会空手道競技（R3.6.6)

　　　　◆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
　

第29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19日(土)20日(日)
大会会場：伊予三島運動公園体育館
◇個人形
　優勝　3位　4位

♢個人組手
　優勝　準優勝　3位
♢団体組手　優勝

令和３年度　全国高等学校総合体育大会空手道競技
第４８回　全国高等学校空手道選手権大会(R3.8.13～15)
　
◆女子団体組手　５位

　
◆女子個人組手　優勝

令和３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61回香川県高等学校総合体育大会空手道競技（R3.6.6)

　　　　◆男子団体組手　優勝
　　　　◆男子個人形　　　　　　優勝　　準優勝
　　　　◆男子個人組手　　　　 優勝　準優勝　3位
　
　

第29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：R3年６月19日(土)20日(日)
大会会場：伊予三島運動公園体育館
◇個人形
　　優勝    4位
♢個人組手
　　優勝　準優勝　3位
♢団体組手　優勝

令和３年度　全国高等学校総合体育大会空手道競技
第４８回　全国高等学校空手道選手権大会(R3.8.13～15)
　
　◆男子団体組手　準優勝
　
　◆男子個人組手　第３位



第74回四国高等学校陸上競技対校選手権大会 全国高等学校総合体育大会出場

200ｍ準決勝　進出

円盤投　優勝　37ｍ04　（四国大会出場）

棒高跳　準優勝　4ｍ80　（四国大会出場）

第６１回香川県高等学校総合体育大会陸上競技

200m　第3位　　22秒87
砲丸投　第3位　　11ｍ66

棒高跳　準優勝　4ｍ60

第61回香川県高等学校総合体育大会(柔道競技)6/5-
6/6
　女子団体　第三位
　女子個人　48kg級　準優勝
　　　　　　　　　　　　　　→（四国大会出場）
　　　　　　　            第三位
               52kg級　第三位
　　　　　　　　　　　　　　→（四国大会出場）
 
            ＋78kg級　優勝
　　　　　　　　　　　 　 　→（四国・全国大会出場）

第７０回四国高校選手権大会　6/19-20
女子個人
48kg級　出場
５２kg級　出場
＋78kg級　3位

全国高等学校総合体育大会
出場権獲得

第61回香川県高等学校総合体育大会(柔道競技)6/5-
6/6
　男子団体　ベスト８
　男子個人　60kg級　ベスト8
　　　　　　   73kg級　ベスト8

令和３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

全国大会・国際大会など

第61回香川県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技
（6/5～7)
団体　準優勝

個人戦
ベスト８（四国大会、全国大会出場）

第71回四国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技
（6/19～20)
団体　出場

個人戦
２回戦進出

全国高等学校総合体育大会出場

県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

令和３年度部活動戦績表（柔道部・男子）

令和３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

高校男子円盤投　優勝　　34ｍ90

香川県陸上競技選手権大会

円盤投　第3位　33ｍ94

高松市陸上競技選手権大会

令和３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

令和3年度丸亀陸上競技カーニバル大会

高校男子砲丸投　3位　　11m58

棒高跳　出場

円盤投　出場

棒高跳　第4位　　4ｍ50　（全国大会
出場）



令和3年度香川県高等学校春季強化卓球大会（４／２４）

◇男子学校対抗　第４位

※令和３年度香川県高等学校総合体育大会　学校対抗のシード権獲得

◇男子シングルス

◇男子ダブルス

第９位

◇男子シングルス

第９位

◇男子学校対抗

第３位（四国総体[四国高等学校卓球選手権大会]出場）

◇男子ダブルス

第９位

◇男子シングルス

第９位（四国総体[四国高等学校卓球選手権大会]出場）

第７６回国民体育大会県選考会（少年の部）令和３年７月２２日
◇少年男子の部

第９位

男子学校対抗　第４位

※令和３年度香川県高等学校新人卓球大会のシード権獲得

令和3年度香川県高等学校春季強化卓球大会（４／２５）

◇女子学校対抗　第４位

※令和３年度香川県高等学校総合体育大会　学校対抗のシード権獲得

◇女子シングルス

◇女子ダブルス

第５位
◇女子シングルス
第９位

◇女子学校対抗

第３位（四国総体[四国高等学校卓球選手権大会]出場）

◇女子ダブルス

第５位（四国総体[四国高等学校卓球選手権大会]出場）

第９位
◇女子シングルス

第９位（四国総体[四国高等学校卓球選手権大会]出場）

第７６回国民体育大会県選考会（少年の部）令和３年７月２２日

◇少年女子の部

第９位

女子学校対抗　第４位

令和３年度　香川県高等学校夏季強化大会　令和３年８月２４日

令和３年度　香川県高等学校夏季強化大会　令和３年８月２５日

※令和３年度香川県高等学校新人卓球大会のシード権獲得

令和3年度第61回香川県高等学校総合体育大会卓
球競技（６／５・６・７）

第74回四国高等学校卓球選手権大会（四国高等学校総
合体育大会卓球競技）（6/18・6/19・6/20）

◇女子学校対抗　第9位（予選リーグ第3位）

◇女子ダブルス
出場

令和3年度香川県高等学校春季強化卓球大会（女子
ダブルス・シングルス）（５／８） 出場

令和3年度香川県高等学校春季強化卓球大会（男子ダブルス・
シングルス）（５／８）

令和３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

令和3年度第61回香川県高等学校総合体育大会卓球競技（６
／５・６・７）

第74回四国高等学校卓球選手権大会（四国高等学校総
合体育大会卓球競技）（6/18・6/19・6/20）

◇男子学校対抗　第9位（予選リーグ第3位）

出場

令和３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



令和３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

3回戦　高松中央　0-1　寒川

令和3年度香川県高等学校総合体育大会サッカー競技（5/30，
6/5）

ベスト16

2回戦　高松中央　8-0　高松第一

令和３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(4/24･25･29)

◇ダブルス

　　 1回戦敗退　高松中央 ０ー３ 坂出高校

◇ダブルス

　　 4回戦進出

◇シングルス

　　 3回戦進出

県高等学校総合体育大会バドミントン競技(5/29･30・6/5･6)

◇学校対抗

　　　　　ﾍﾞｽﾄ16

◇シングルス

　　 4回戦進出

◇シングルス

　　３回戦　　　　進出

県高等学校総合体育大会バドミントン競技(5/29･30・6/5･6)

◇学校対抗

　　 １回戦　　　　高松中央 　３ー０　 高松北高校

　　 ベスト１６　　高松中央 　２ー３　　飯山高校

◇ダブルス

　　 ベスト３２

◇シングルス

　　　　３回戦　　進出

令和３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

香川県協会杯バドミントン選手権大会(4/24･25･29)

◇ダブルス

　　　　３回戦　　　進出

県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

令和3年度香川県高等学校総合体育大会ハンドボール競技
（6/5）
ベスト８
　１回戦　高松中央43-20丸亀
　２回選　高松中央21-40高松工芸

第76回国民体育大会選手権選考会兼国体県予選会
（7/10/11）
ベスト４
　１回戦　高松中央31-23高松桜井
　２回選　高松中央（不戦勝）高松南
　準決勝　高松中央14-18高松西

令和３年度部活動戦績表（ハンドボール部・男子）

高松中央　51－49　丸亀城西
◇　3回戦
高松中央　81－54　高松桜井
◇　準々決勝
高松中央　73－75　高瀬

令和３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 （6月5/6日）　　※ベスト8
◇　2回戦

令和3年度香川県高等学校総合体育大会バスケットボール競技

(6/5.6)
　2回戦　高松中央　72-51　小豆島中央
　3回戦　高松中央　53-83　高松

令和３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



うどん県書道パフォーマンス大会（R3.8.29）
◇第10回記念大会奨励賞

Japan Ballet Competition　香川2021（R3.5.9）
高校3年生以上（女性）　準優勝
　・高校3年生以上（女性）　技術賞　優勝
　・高校3年生以上（女性）　芸術賞　優勝
　（成澤淑榮　審査員特別賞）
　・ドイツフェスティバル参加権受賞

（2020年11月1日）
Inter National United Cloud Dance Competition　　　　　　　　・
ジュニア部門　　　　　優秀賞
2021ロシアWBGP　インターナショナルバレエグランプリ
　WBGPファイナリストシード権受賞

令和３年度部活動戦績表（書道部）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

第61回香川県高等学校総合体育大会水泳競技（6/5～6/6)
◇男子１００ｍ自由形
　　準優勝
◇男子２００ｍ自由形
　　優勝
◇女子４００ｍ自由形
　　４位
◇女子８００ｍ自由形
　　４位
◇女子１００ｍ背泳
　　４位
◇女子２００ｍ背泳
　　４位

第31回香川県水泳競技選手権大会兼国体予選会(7/24)
◇男子２００ｍ自由形
　　準優勝

第72回四国高等学校選手権水泳競技大会（7/17～7/18)
◇男子１００ｍ自由形
　　４位
◇男子２００ｍ自由形
　　３位
◇女子４００ｍ自由形
　　出場
◇女子８００ｍ自由形
　　出場
◇女子１００ｍ背泳
　　出場
◇女子２００ｍ背泳
　　出場

令和３年度部活動戦績表（バレエ）
県大会など 四国大会 全国大会・国際大会など

◆令和３年度　香川県高等学校バレーボール強化大会
（4/29）
１回戦　高松中央　０（１８－２５　１２－２５）２　高松第一

◆第６１回　香川県高等学校総合体育大会（6/5・6/6）
１回戦　高松中央　２（２５－１３　２５－　９）２　三木
２回戦　高松中央　０（　８ー２５　　９－２５）２　坂出商業

令和３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

全国高等学校選手権大会県大会
ベスト８
秋季大会シード獲得

令和３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

全国大会・国際大会など

第７６回国民体育大会剣道競技少年の部一次予選会（４／１８）
◇個人戦
ベスト１６
第６１回香川県高等学校総合体育大会剣道競技
◇団体戦（６／５）
ベスト１６
◇個人戦（６／６）
ベスト１６

令和３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

県大会など 四国大会

令和３年度部活動戦績表（剣道部・男子）

令和３年度部活動戦績表（放送部）

香川県高校放送コンテスト（R3.6.20)
◇アナウンス部門　入選

全国大会・国際大会など四国大会県大会など


