
中国

県

県

中国

県

中国

県

中国

国際

中四国

県

全国

平成２９年度ダンス

平成２９年度　部活動実績

陸上競技

リリカル部門＜１位＞、ヒップホップ女子部門スモール編成＜１位＞、プロップ部門＜１位＞ソロ部門　家入あみ＜１位）

第５６回岡山県高等学校総合体育大会　　　　　　　　　　 佐々木友希那（女子個人戦７８Kg超級＜３位＞）

全国高等学校ダンスドリル選手権大会２０１７中国四国大会

平成２９年度

平成２９年度

平成２９年度

第７０回中国高等学校陸上競技対校選手権大会兼全国大会中国地区予選会　 古屋　孝（男子２００ｍ）　　川上　葵（女子走幅跳）

第５６回岡山県高等学校総合体育大会 古屋　孝（男子２００ｍ　＜５位＞　４００ｍ＜４位＞）　　川上　葵（女子走幅跳　＜５位＞）

第４０回全国選抜高等学校テニス大会岡山県予選会

柔道 平成２９年度 県

テニス

弓道 平成２９年度

平成２９年度岡山県高等学校卓球新人大会 女子団体＜６位＞

第４５回全国高等学校選抜卓球選手権大会中国地区予選会 女子団体

岡山県高等学校新人柔道大会　 佐々木友希那（女子個人戦７８Kg超級＜２位＞）

第５６回岡山県高等学校弓道新人大会　　　　　　　　　　 風早凛（女子個人＜１０位＞）

第２５回中国高等学校弓道新人大会 風早凛（女子個人）

難波立佳（男子シングルス＜３位＞）

第１１回中国高等学校新人テニス大会 難波立佳（男子シングルス）

中四国ダンスドリル秋季競技大会 リリカル部門＜１位＞・ヒップホップ男女混成部門スモール編成＜２位＞・フロップ部門＜１位＞・ソロ部門２年生の部＜１位＞（福本理絵）・ソロ部門１年生の部＜１位＞（中林颯希）

全国高等学校ダンスドリル選手権大会２０１７ リリカル部門＜１位＞、プロップ部門＜３位＞、ヒップホップ女子部門スモール編成＜ＢＥＳＴ　ＯＶＥＲＡＬＬ　ＰＲＥＳＥＮＴＡＴＩＯＮ＞、ソロ部門　家入あみ＜８位＞

卓球

第１８回岡山芸術文化賞ジュニア奨励賞

全国高等学校ダンスドリル選手権ウインターカップ２０１８ リリカル部門＜２位＞・ヒップホップ男女混成部門スモール編成＜２位＞・フロップ部門＜１位＞・ソロ部門２年生の部（福本理絵）

ミスダンスドリルチームインターナショナルinＵＳＡ2018（ダラス） リリカル＜７位＞　プロップ部門＜１位＞



ＪＩＣＡ 平成２９年度 県

短歌 平成２９年度 全国

新聞 平成２９年度 県

読書感想文 平成２９年度 県

フィギアスケート 平成２９年度

中四
国

九州

インラインスケート 平成２９年度 全国

第４２回全国高等学校総合文化祭 小林実苗　行本美晴＜岡山県代表＞

第９回高校生絵のまち尾道四季展 林　萌衣＜尾道賞＞

全国

第２８回青少年読書感想画岡山県コンクール 久一倫子＜最優秀賞＞　篝　佑伽　小川瑞稀＜優秀賞＞　石田怜弥　木村友香　武野こころ　森上真有＜入選＞

全国

美術 平成２９年度

県

第１回日本篆刻家協会学生展 草地夏楠＜優秀賞＞

渡邉咲也香＜特選 パンフレット採用＞　光畑淳貴　畑唯菜　森公美＜特選＞

岡山県高等学校美術展 黒住建仁＜大賞＞　篝　佑伽＜会長賞＞　岡本佳那子＜理事長賞＞

第５０回岡山県高等学校美術展 黒住建仁＜大賞＞　篝　佑伽＜会長賞＞　岡本佳那子＜理事長賞＞

2017年度インラインスケート選手権大会 和田怜奈（ワールドジュニア女子部門＜２位＞）

第５６回岡山県高等学校総合体育大会 竹内萌夏（１００m平泳ぎ＜５位＞）

竹内萌夏（５０m平泳ぎ＜２位＞）

平成２９年度

第６３回青少年読書感想文岡山県コンクール 神垣百花＜入選＞　板野尚美＜佳作＞

国際協力機構JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト 入江真瑚＜佳作＞

第１０回三次高校全国短歌大会 秋田　樹＜佳作＞

第７回おかやま新聞コンクール　新聞づくりの部 水川夏実　張田萌々子　川緑優夏＜佳作＞

2017中四国九州フィギアスケート選手権大会 友野栞里（ジュニア選手権競技　シングルス）

岡山県芸術フェステバルポスターコンクール

水泳

第４１回全国高等学校総合文化祭

第４１回全国高等学校総合文化祭

第３４回ふれあい書道展 草地夏楠＜熊野町長賞＞

久保昴己＜岡山県代表＞

有松美汐　岡田佳花　岡本佳那子＜岡山県代表＞

平成２９年度

第５回中国高等学校新人水泳競技大会　 竹内萌夏（５０m自由形  ２００ｍ個人メドレー）

第４５回岡山県高等学校総合体育大会

岡山県高等学校美術コンクール ＜金賞２７名＞＜銀賞２４名＞

中国

第６５回中国高等学校選手権水泳競技大会　 竹内萌夏（１００m平泳ぎ）

県

第６０回岡山県高等学校新人水泳競技大会 竹内萌夏（５０m自由形＜５位＞２００ｍ個人メドレー＜５位＞）

書道



運動部

中国

ハンドボール 平成２８年度 県

卓球 平成２８年度 中国

県

中国

文化部・同好会

中山陽花（女子個人）

全国高等学校ダンスドリル選手権大会２０１６

第６９回中国高等学校陸上競技対校選手権大会兼全国大会中国地区予選会　 本原朱莉（走幅跳＜２位＞）　橋岡隼弘（ハードル）　山田真衣（円盤投）

全国高等学校ダンスドリル選手権ウインターカップ２０１６ リリカル部門・フロップ部門＜３位＞・ソロ部門２年生の部＜４位＞（家入あみ）

全国

県

第５5回岡山県高等学校総合体育大会 本原朱莉（走幅跳＜２位＞）　橋岡隼弘（ハードル＜５位＞）　山田真衣（円盤投＜６位＞）

リリカル部門＜２位＞・ヒップホップ女子部門＜１位＞・フロップ部門＜２位＞・ソロ部門２年生の部＜１位＞（家入あみ）　＜リリカ
ル・プロップは全国大会出場権獲得＞

中四国

全国

第６９回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

第32回日本ジュニア陸上競技選手権大会 本原朱莉（走幅跳＜５位＞）

本原朱莉（走幅跳＜５位＞）

ダンス

平成２8年度

弓道

第６３回中国高等学校卓球選手権大会 松浦久信（男子シングルス）

2017日本ジュニア室内陸上競技大阪大会

リリカル部門＜１位＞、プロップ部門＜１位＞、ヒップホップ女子部門スモール編成＜１位＞、ソロ部門　江浦若菜＜１位）

中四国ダンスドリル秋季競技大会

第５５回全国高等学校総合体育大会岡山県予選会　 男子５位

陸上競技

平成２８年度

リリカル部門＜５位＞、プロップ部門＜２位＞、ヒップホップ女子部門スモール編成＜５位＞、ソロ部門、江浦若菜＜１位・文部科学大
臣賞＞　、特別賞＜総合２位＞

全国高等学校ダンスドリル選手権大会２０１６中国四国大会

第１０回岡山県陸上競技カーニバル大会 本原朱莉（走幅跳び＜1位＞）

平成２８年度

第５５回岡山県高等学校弓道新人大会　　　　　　　　　　 中山陽花（女子個人＜６位＞）

第２４回中国高等学校弓道新人大会

本原朱莉（走幅跳＜６位＞）

部 　活　動　の　実　績　（Ｈ２８）



全国

全国

県

県

ＪＲＣ 平成２８年度 県

部活動以外の活動

短歌 平成２８年度 全国

新聞 平成２８年度 剣

全国

県

インターハイ高校生活動 平成２８年度 県

サイエンス 平成２８年度 県

税に関する高校生作文 平成２８年度 県

サイエンスチャレンジ岡山２０１６ ３位

平成２８年度税に関する高校生作文 三宅眞由　田村胡桃＜入賞＞

平成２８年度全国高等学校総合体育大会高校生活動推進委員会 学校        芝崎瑞穂 ＜感謝状＞

全国高校生総合文化祭「ひろしま」大会 草地夏楠

第２１回岡山県高校生エッセイコンテスト 山形未来＜入選＞

第５５回岡山県高等学校総合体育大会 秋山晋一郎（単独演舞＜４位＞）

川崎もも＜ポスター原画採用＞

第３２回防災ポスターコンクール 畑唯菜＜入選＞

第１７回高校生国際美術展 河本弘輝＜佳作＞

秋山晋一郎（単独演舞）

岡山県高等学校美術展 ＜金賞２２名＞＜銀賞２４名＞

岡山県高等学校美術コンクール

守屋美穂　村上加奈子＜岡山県代表＞

草地夏楠＜優秀賞＞

第６２回岡山県児童生徒書道展覧会 草地夏楠＜特選＞

有松美汐　岡田佳花　岡本佳那子＜岡山県代表＞

第２８回青少年読書感想画中央コンクール 篝佑伽　池元真白＜奨励賞＞

第２８回青少年読書感想画岡山県コンクール 篝佑伽　池元真白＜最優秀賞＞　板野尚美＜優秀賞＞　大森春歌＜入選＞

岡山県芸術フェステバルポスターコンクール 河本弘輝　澤江亜玖里　須増花子　平井麻由佳≪特選＞

少林寺拳法 平成２８年度

第３回岡山県赤十字救急法競技大会 本結びリレー部門＜２位＞

平成２８年度回全国高等学校総合体育大会

第6回おかやま新聞コンクール　新聞づくりの部 脇本さくら＜岡山市教育長賞＞　高橋郁斗　中田侑里＜佳作＞

英語 平成２８年度 県
ＪＩＣＡ国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト２０１青年
海外協力隊　岡山県ＯＶ会

鷲見莉生＜会長賞＞　総社南高校＜特別学校賞＞

書道 平成２８年度

第９回三次高校全国短歌大会 井上太郎　二垣智哉　＜入賞＞　詫間海晴　内田　智大　三宅　英里加＜佳作＞

第４０回全国高等学校総合文化祭 草地夏楠＜岡山県代表＞

第２１回全日本高校・大学書道展

美術 平成２８年度

第４０回全国高等学校総合文化祭

平成２８年度全国高等学校総合体育大会卓球競技ポスター図案 宮本のどか＜優秀賞＞

全国

第４１回全国高等学校総合文化祭

県



運動部

中国

県

中国

県

全国

文化部・同好会

国際

西日本

中四国

全国

書道 県

部活動以外の活動

短歌 全国

エッセイ 県

新聞 県

税に関する高校生作文 県

全国

ダンス

部　　活　　動　　の　　実　　績（H２７）

全国高等学校ダンスドリル選手権ウインターカップ２０１５

松浦久信（男子シングルス）

平成２７年度全国・中国卓球選手権大会岡山県予選会 松浦久信（男子シングルス＜ベスト１８＞）

全国高等学校弓道選抜大会

第５９回中国高等学校弓道選手権大会 男子団体、小原千佳（女子個人）

第２３回中国高等学校弓道新人大会

卓球
第６２回中国高等学校卓球選手権大会

ミスダンスドリルチームインターナショナルinＵＳＡ201６（ダラス）

中国

弓道

第５４回岡山県高等学校弓道新人大会　　　　　　　　　　

第１４回岡山県高等学校１年生弓道大会

第７９回岡山県高等学校弓道大会　　　　　　　　　　

本原朱莉（少年女子走幅跳び＜３位＞）

本原朱莉（女子走幅跳び＜２位＞）

全国高校生総合文化祭「ひろしま」大会岡山県代表選考会 守屋美穂　村上加奈子＜全国大会出場決定＞

県

男子団体＜５位＞、小原千佳（女子個人＜４位＞）　

女子団体＜５位＞　三村海士（男子個人＜５位＞）　徳重真美（女子個人＜８位＞）

男子団体＜３位＞

全国高等学校ダンスドリル選手権大会２０１５

陸上競技

第６８回中国高等学校陸上競技対校選手権大会兼全国大会中国地区予選会　 本原朱莉（走幅跳）

県

第５４回岡山県高等学校総合体育大会 本原朱莉（走幅跳＜４位＞）

第９回岡山県陸上競技カーニバル大会 本原朱莉（走幅跳び＜３位＞）

第６３回岡山県高等学校新人陸上競技大会

中国

第２４回中国高等学校新人陸上競技大会

英語 県

税に関する高校生作文

第１０回岡山県レターコンテスト

第４８回岡山県高等学校美術展　絵画部門

県

平成２８年度岡山県高校生芸術フェスティバル　美術・工芸部門

草地夏楠＜全国大会出場決定＞

おかやま新聞コンクール　新聞づくりの部 田中燦野　薬師寺渉＜優秀賞＞　市原果林　倉田智哉　田村遙菜　中塚未希　樋口真菜＜入選＞

第８回三次高校全国短歌大会 萩原奈月　賀川麻悠子　増田泰士　十河鈴夏＜入賞＞

建島はな＜優秀賞＞

リリカル部門＜１位＞、プロップ部門＜１位＞、ソロ部門　中村莉緒＜１位）

美術

第３９回全国高等学校総合文化祭 小田留理子　風早真里　高祖小春

岡山県高等学校美術コンクール ＜金賞３０名＞

全国高校生総合文化祭「ひろしま」大会岡山県代表選考会

男子

岡山県芸術フェステバルポスターコンクール ≪特選１０名＞

全国高等学校ダンスドリル選手権大会２０１５中国四国大会

リリカル部門＜１位＞、プロップ部門＜１位＞

リリカル部門２位・ヒップホップ部門２位・フロップ部門・ソロ部門１年生の部３位（家入あみ）　２年生の部（江浦若菜）

西日本ダンスドリル秋季競技大会

秋山由利加＜準特選＞

女子団体　三村海士（男子個人）　徳重真美（女子個人）

リリカル部門＜３位＞、プロップ部門＜４位＞、ソロ部門　中村莉緒

竹下勇一　濱井優衣＜入選＞

秋山由利加＜岡山県代表＞

国際協力機構JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト 大森春歌＜優秀賞・特別学校賞＞

ハンドボール
第４７回岡山県高等学校ハンドボール選手権大会 男子５位

平成２７年度中国高校ハンドボール新人大会

リリカル部門１位・ヒップホップ部門３位・フロップ部門２位・ソロ部門１年生の部２位（家入あみ）　２年生の部１位（江浦若菜＜リリカル・ヒップホップ・プロップは全国大会出場権獲得＞

竹内実花（女子個人）

野口あゆみ　久世大介＜入選＞

岡山県愛鳥ポスターコンクール 岡千夏　＜岡山県知事賞＞

岡山県緑化運動ポスターコンクール　 橋本康平＜岡山県知事賞＞

平成２７年度明るい選挙啓発ポスターコンクール 田房花梨＜入選＞

第２０回岡山県高校生エッセイコンテスト



運動部

中国

中国

県

全国

文化部・同好会

西日本

中四国

全国

部活動以外の活動

全国

弁論 全国

野球・吹奏楽 県

第６７回中国高等学校陸上競技対校選手権大会兼全国大会中国地区予選会　 田村颯登（走幅跳）

中国高校ハンドボール新人大会  女子

県

岡山県高等学校春季優勝大会兼中国高等学校選手権大会県予選会

部　　活　　動　　の　　実　　績（H２６）

第６９回国民体育大会岡山県予選会 橋岡隼弘（少年男子Ｂ・１１０ｍＪＨ＜３位＞）、本原朱莉（少年女子Ｂ・走り幅跳び＜３位＞）

第６９回岡山県高等学校ハンドボール新人大会 女子３位

第５３回岡山県高等学校総合体育大会 田村颯登（走幅跳＜５位＞）

県

陸上競技

女子３位

卓球
第６１回中国高等学校卓球選手権大会 松浦久信（男子シングルス）

平成２６年度全国・中国卓球選手権大会岡山県予選会 松浦久信（男子シングルス＜ベスト１６＞）

竹内実花（女子個人＜３位＞）

全国高校総体岡山県予選会　 女子３位

国民体育大会ハンドボール競技中国予選会 女子選抜　太田優菜、大橋美沙、矢吹渚

ハンドボール

中国

女子＜４位＞

第３８回全国高等学校選抜大会岡山県予選会

弓道

中国

第５７回中国高等学校弓道選手権大会 男子団体　渡邉凌（男子個人）、西村建太朗（男子個人）、藤崎楓（女子個人）　

第２２回中国高等学校弓道新人大会 赤松喜和子（女子個人）

県

第７8回岡山県高等学校弓道大会　　　　　　　　　　 男子団体＜３位＞　渡邉凌（男子個人＜優勝＞）、西村建太朗（男子個人＜４位＞）、藤崎楓（女子個人＜９位＞）　

第５３回岡山県高等学校弓道新人大会　　　　　　　　　　

西日本ダンスドリル秋季競技大会 リリカル部門・ヒップホップ部門スモール編成・フロップ部門・総合リリカル部門・ソロ部門（中村莉緒）＜各部門１位・全国大会出場権獲得＞

全国

リリカル＜２位＞、プロップ部門＜３位＞全国高等学校ダンスドリル選手権ウインターカップ２０１５

赤松喜和子（女子個人＜１０位＞）

全国高等学校弓道選抜大会 竹内実花（女子個人）

第３７回岡山県高等学校弓道選手権大会　　　　　　　　　　

岡山県高等学校美術コンクール ＜金賞１９名＞、＜銀賞３０名＞

県

4th Aerobic Gymnastics Asian Championships

ダンス

全国高等学校ダンスドリル選手権大会２０１４ ＪＡＺＺ部門、ヒップホップ、プロップ部門、ソロ部門　中村莉緒＜８位）

全国高等学校ダンスドリル選手権大会２０１４中国四国大会
ＪＡＺＺ部門＜１位＞、ヒップホップ＜２位＞、プロップ部門＜２位＞、ソロ部門　中村莉緒＜１位）

第９６回全国高等学校野球選手権岡山大会　優秀応援団校 ＜優秀賞＞

美術

第３8回全国高等学校総合文化祭「いばらき総文２０１４」 菱川創太

第２６回青少年読書感想画中央コンクール 岡千夏　峰山荣弓＜奨励賞＞

エアロビクス 谷本七海（日本代表）＜３位＞

スズキワールドカップ2014第25回世界エアロビック選手権大会 谷本七海＜１位＞

国際

第３8回全国高等学校総合文化祭「いばらき総文２０１４」 三島夏歩

ＦＩＧ世界年齢別世界選手権大会（メキシコ） 谷本七海（日本代表）＜８位＞


