その他の課外活動成績
《体育系》
第 38 回全国高等専門学校通信弓道大会
男子団体の部
男子個人の部

優勝
優勝

D4 恩田和真

第 69 回朝日レガッタ
〔4 月 30 日（日）～5 月 4 日(木) 於：滋賀県大津市瀬田漕艇場〕
男子ダブルスカル
男子舵手付きクォドルプル
一般男子舵手付きフォア

準決勝敗退
準決勝敗退
準決勝敗退

平成 28 年度全国高等学校総合体育大会
〔7 月 29 日（金）～7 月 31 日（日）於：さくらおろち湖ボートコース〕
【ボート競技】
・男子ダブルスカル
準々決勝
「8 組」 ４位 （予選敗退） E3 土屋諒太・J3 島谷 晴
・男子舵手付きクォドルプル 準々決勝
「2 組」 ３位

（予選敗退） J3 岩谷 燎・E3 久保田祐介・E3 寺戸綾佑・
J3 山口輝秋・E3 和田 武

・女子シングルスカル
準々決勝
「3 組」 ４位 （予選敗退） D3 中村愛梨
第 71 回国民体育大会（2016 希望郷いわて国体）
〔10 月 6 日（木）～10 月 9 日（日） 於：花巻市田瀬湖ボート場〕
【ボート競技】
成年男子ダブルスカル
準決勝敗退
E4 野津智暉・M4 福原俊昭
第 47 回中国四国国公立大学選手権水泳競技大会
〔7 月 9 日（土）～10 日（日） 於：ビッグウェーブ(広島県)〕
・男子 200m 背泳ぎ 準優勝
C4 三代龍之輔 (全国大会出場)
・男子 200m 平泳ぎ
３位
J4 高田亮介
(全国大会出場)
・男子 100m 背泳ぎ
３位 C4 三代龍之輔
第 63 回全国国公立大学選手権水泳競技大会
〔8 月 11 日（木）～12 日（金） 於：京都アクアリーナ(京都市)〕
・男子 200m 背泳ぎ C4 三代龍之輔 予選敗退
・男子 200m 平泳ぎ J4 高田亮介
予選敗退
平成 28 年度全国高等学校総合体育大会 ・第 66 回全国高等学校スキー大会
〔2 月 4 日（土）～2 月 6 日（月）於：群馬県利根郡スノーパーク尾瀬戸倉）
〕
男子スラローム 出場
M2 石津裕一朗

第 5 回全日本高等専門学校選手権大会バレーボールフェスティバル
〔3 月 25 日（土）～3 月 27 日（月）於：兵庫県立総合体育館〕
・バレーボール男子
・バレーボール女子

優勝（５連覇）
３位

第 4 回中国四国地区高等専門学校春季弓道大会
〔3 月 10 日（金） 於：阿南高専弓道場〕
・男子団体の部
・男子個人
・女子個人

優勝
優勝
準優勝

D4 恩田和真
C3 高見結衣

第 43 回中国・四国地区高等専門学校バドミントン大会
〔3 月 28 日（火）～3 月 29 日(水) 於：善通寺市民体育館〕
男子シングルス

準優勝

M4 坂上樹来

平成 28 年度中国高等学校バレーボール選手権大会島根県予選
〔4 月 14 日（木)～16 日（土）於：島根県立浜山体育館カミアリーナ〕
男子
準優勝 （中国大会出場）
平成 28 年度中国高等学校バレーボール選手権大会
〔5 月 13 日（金) ～15 日（日）於：維新百年記念公園スポーツ文化センター〕
男子
予選敗退
平成 28 年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権島根県ラウンド
〔7 月 17 日（日) 於：松江市鹿島総合体育館（ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ）
〕
・男子
準優勝 （中国ブロックラウンド出場）
・女子

３位

平成 28 年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権中国ブロックラウンド
〔9 月 17 日（土) 於：山口市リフレッシュパーク〕
男子
予選敗退
第 32 回島根県高校新人ボート大会
〔10 月 29 日（土)～10 月 30 日(日) 於：さくらおろち湖ボートコース〕
男子ダブルスカル
準優勝
男子舵手付きクォドルプル
準優勝
女子クォドルプル
準優勝
第 22 回島根県ジュニア柔道体重別選手権大会
〔5 月 8 日（日) 於：島根県立武道館〕
男子 55kg 級
優勝
D2 石村拳太郎 （中国大会出場）
平成 28 年度島根県高等学校バレーボール選手権大会
兼第 69 回全日本バレーボール高等学校選手権大会県予選大会（春高バレー）
〔11 月 11 日（金)～11 月 13 日（日）於：安来市民体育館〕
バレーボール男子
第４位

表彰関係
全国高等専門学校体育大会特別表彰
水泳競技 100m 平泳ぎ

J4 高田亮介 （第 49 回、第 50 回、第 51 回 3 年連続優勝）

平成 28 年度島根県スポーツ功労者表彰
団体の部

個人の部

男子バスケットボール部 （全国高専体育大会優勝）
女子バスケットボール部 （全国高専体育大会優勝）
女子バレーボール部

（全国高専体育大会準優勝）

剣道部

（全国高専体育大会優勝）

C3 中島圭那

平成 28 年度島根県高等学校体育連盟賞
生徒功労賞
E3 寺戸綾佑
平成 28 年度高野連優秀部員
E3 北尾 樹
平成 28 年度（公財）松江体育協会優秀チーム表彰
弓道部
○第 3 回全国高等専門学校弓道大会
男子団体の部
第3位
男子個人
準優勝
○第 37 回全国高等専門学校通信弓道大会
男子団体の部
優勝
男子個人
準優勝
剣道部
○第 51 回全国高等専門学校体育大会
剣道競技
女子団体の部
第3位
女子個人
優勝
平成 28 年度 島根県剣道連盟会長表彰
●第 52 回中国地区高等専門学校体育大会【剣道】
・男子団体 準優勝
・女子団体 優勝
・女子個人 優勝 C3 中島 圭那
●第 51 回全国高等専門学校体育大会【剣道】
・女子団体 ３位
・女子個人 優勝 C3 中島 圭那

《文化系》
第 27 回全国高等専門学校プログラミングコンテスト
〔10 月 8 日（土）～9 日（日） 於：三重県伊勢市〕
・課題部門
・自由部門
・競技部門

特別賞，Cygames 企業賞
・HOME ARROWN －世代をつなぐｽﾎﾟｰﾂ吹矢ｼｽﾃﾑ－
敢闘賞
・MUSE －水面で誰でも音楽家－
1 回戦敗退
・そんなパズルは壊してしまえ

全国高専ロボコン 2016 全国大会
〔11 月 20 日(日) 於：東京両国国技館〕
松江高専 「親亀子亀」

ベスト８

全国高専ロボコン 2016 中国地区大会
〔10 月 23 日(日) 於：津山市久米総合文化運動公園体育館〕
松江高専Ｂﾁｰﾑ 「親亀子亀」 優勝
松江高専Ａﾁｰﾑ 「To be wow」 特別賞受賞
KOSEN セキュリティ・コンテスト 2016
〔11 月 27 日(日) 於：高知工業高等専門学校〕
部門優勝 チーム「SIGSEGV」
S2 藤原和大、S1 内田啓太、S1 岸本啓太、J5 小松 享
第 13 回全国高等専門学校デザインコンペティション
〔12 月 17 日(土)～18 日(日) 於：高知市〕
構造部門（60 チーム出場）
・松江高専
金銅装双龍敢豆橋
５位
・ 〃
美円
41 位
第 23 回全国高等専門学校将棋大会
〔8 月 24 日(水)～26 日(金) 主管校：群馬高専 於：前橋中央公民館（前橋市）
〕
団体戦
３位
M5 中村祐太，E2 青木天慧，D1(1-3)古志野瑛元
個人戦
予選敗退
第 32 回中国地区高等専門学校英語弁論大会
〔11 月 11 日(金)～12 日(土) 於：ホテル大広苑（広島県竹原市）
〕
スピーチの部
優勝
C2 佐川優希
全国大会出場
準優勝
J2 金築 花
全国大会出場
第 10 回全国高等専門学校英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｺﾝﾃｽﾄ
〔1 月 28 日(土)～29 日(日) 於：国立オリンピック青少年総合センター〕
・スピーチの部
COCET 賞 C2 佐川優希
・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの部
３位
"How do You Find Values in Life?"
S2 吉岡杏奈、M4 渡邊慶太、J3 渡辺真梨衣
第 40 回全日本アンサンブルコンテスト島根県大会
〔12 月 23 日（金）於：出雲市民会館大ホール〕
大学の部 ・打楽器五重奏
金賞 (中国大会出場)

・クラリネット八重奏

銀賞

・サクソフォン六重奏

銀賞

第 16 回レスキューロボットコンテスト
〔8 月 6 日(土)・7 日(日) 於：神戸サンボーホール〕
チーム名：ＭＣＴ

本戦

総合 ２位

ﾍﾞｽﾄﾁｰﾑﾜｰｸ賞（消防防災ﾛﾎﾞｯﾄ技術ﾈｯﾄﾜｰｸ賞）受賞

ロボカップジャパンオープン 2016 愛知
〔3 月 25 日（金）～27 日（日）於：愛知工業大学・八草キャンパス〕
サッカー小型ロボットリーグ（車輪型）
MCT Susanoo Logics 予選リーグ ４位
本戦 ３位決定戦敗退 （ベスト４：世界大会出場）
ロボカップ世界大会 2016
〔6 月 28 日（火）～7 月 4 日（月）於：ドイツ〕
サッカー小型ロボットリーグ（車輪型）
MCT Susanoo Logics 予選リーグ 敗退
Honda エコマイレッジチャレンジ 2016 鈴鹿大会
〔5 月 28 日（土） 於：三重県鈴鹿サーキット〕
５年生チーム ７位（完走１６台）
４年生チーム リタイヤ （残り半周でマシントラブル発生）
第 2 回スモウルビー・プログラミング甲子園
〔3 月 25 日(土) 於：くにびきメッセ（松江市）
〕
準優勝
J2 真島皓太郎
松江オープンソース活用ビジネスプランコンテスト 2017
［2 月 18 日（土） 於：松江テルサ］
・優秀賞、IIJ 特別賞
「PENTIENT -患者と看護師のための簡易システム-」
J3 口羽雅晴・山本大河、J2 中島華香・浅野公美
・奨励賞、楽天 特別賞 「Ringing break」
J3 川向 聡・安藤優希、J2 川中伶真・妹尾航汰
・奨励賞、楽天 特別賞 「Ru Beginning (ルビーギニング)」
J3 中村真唯・高本ひかる、J2 金築 花・池田 聖
スマホアプリデザインコンテスト
〔1 月 14 日(土) 於：テクノアークしまね（松江市）
〕
・最優秀賞： 「Chop'n stiX」
D4 盆子原 光・、藤川 超、大石孝文・D3 山本寛明
・優秀賞（エクスウェア賞）
： 「ひげサポート」 J4 渡部未咲希・柳楽万純・錦織さくら
・優秀賞（e-Front 賞）
： 「Mamasapo!」
J3 高本ひかる・中村真唯
第 15 回全国高校連歌選手権大会（連歌甲子園）
優秀賞
C2 田中遥香
〃
D2 江角卓哉

第 32 回全国硬筆コンクール
特選
J3 西坂奈々穂
金賞
銀賞

D1(1-1)門脇唯菜
C3 大久保美悠

平成 28 年度税に関する高校生の作文
松江税務署長賞 J1(1-1)森脇大智
第 40 回全国高等学校総合文化祭将棋部門島根県予選
［4 月 23 日（土） 於：出雲市民会館］
・団体戦
第３位
松江高専Ａチーム
E2 青木天慧，D1(1-3)古志野瑛元，E1(1-2)大賀健伸
・男子個人戦
・女子個人戦

第３位
準優勝

D1(1-3)古志野瑛元
C1(1-2)村上穂香 （全国大会出場）

第 8 回島根県高等学校将棋名人戦
［9 月 10 日（土） 於：益田市立市民学習センター］
３位
〃

D1(1-4)伊藤善久
E1(1-2)大賀健伸

平成 28 年度島根県高等学校将棋新人戦
［11 月 3 日（木） 於：パルメイト出雲］
●男子個人戦
優勝
D1(1-3)古志野瑛元（全国大会出場）
４位
６位

D1(1-4)伊藤善久
E1(1-2)大賀健伸

●女子個人戦
２位
C1(1-2)村上穂香（全国大会出場）
第 25 回全国高等学校文化連盟将棋新人大会
［2 月 4 日（土）～5 日（日） 於：東京都渋谷区］
●男子個人戦 D1(1-3)古志野瑛元 予選敗退
●女子個人戦 C1(1-2)村上穂香
予選敗退
学生ケータイあわ～ど 2016
［11 月 5 日（土） 於：広島市立大学］
ケータイアイデア部門
優秀賞 J1(1-3) 奥田彩月
「ITM by yourself」
入 選 J1(1-2) 鄭 晟徹
「Green Hero」
〃
J1(1-4) 田邊 優
「どんな音でも自由自在」
第 50 回ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト
［9 月 25 日（日） 於：松江市総合文化センター］
シニアの部（高校生）
八雲会奨励賞 受賞
C1(1-5)青柳もえ

第 6 回サイエンスインカレ
［3 月 4 日（土）～5 日（日） 於：筑波大学］
日本ヒューム賞 受賞
D5 犬山堪太、吉田優作
「なぜ住宅が傾いたのか？ ～3 次元レーザスキャナ搭載ロボットを用いた
住宅底部に埋設された排水管の調査～」
第 15 回全国高等学校ビジネスアイデア甲子園
［12 月 17 日 於：大阪商業大学ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨﾎｰﾙ「蒼天」
］
学校賞 受賞
中国地区高等専門学校文化連盟文芸部合同合宿
8 月 25 日(木)～26 日(金)

主管校：宇部高専

中国地区高等専門学校文化連盟写真部合同合宿
8 月 29 日(月)～31 日(水) 主管校：松江高専
第 24 回コンピュータフェスティバル
3 月 12 日(日)～14 日(火) 主管校：米子高専

