その他の課外活動成績
《体育系》
第 39 回全国高等専門学校通信弓道大会
女子団体の部

準優勝

平成 29 年度全国高等学校総合体育大会
〔8 月 2 日（水）～ 8 月 6 日（日） 於：ｱｲｴｽ総合ﾎﾞｰﾄﾗﾝﾄﾞ（宮城県長沼ﾎﾞｰﾄ場）
〕
【ボート競技】
男子舵手付きクォドルプル 準々決勝
「2 組」 ５位

（準々決勝敗退）

M2 飯塚大貴・C3 長嶺雄作・M2 小川登生・
M2 山本海斗・E2 三阪朋弘
第 72 回国民体育大会（愛媛・えひめ国体 2017）
〔10 月 6 日（金）～10 月 9 日（月） 於：今治市玉川町龍岡下の玉川湖ﾎﾞｰﾄｺｰｽ〕
【ボート競技】
成年男子ダブルスカル

８位

島根（E5 吾郷匠実）

第 48 回中国四国国公立大学選手権水泳競技大会
〔7 月 15 日（土）～16 日（日）
於：鳥取県営東山水泳場(鳥取県)〕
男子 400m 自由形
準優勝

J4 口羽雅晴 （全国大会出場）

男子 1500m 自由形
準優勝

J4 口羽雅晴 （全国大会出場）

男子 200m 背泳ぎ
３位

C5 三代龍之輔 （全国大会出場）

平成 29 年度全国高等学校総合体育大会 ・第 67 回全国高等学校スキー大会
〔2 月 5 日（月）～2 月 7 日（水）
男子スラローム 出場

於：飛騨ほおのき平スキー場（岐阜県高山市）
〕

M3 石津裕一朗

第 6 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 24 日（土）～3 月 26 日（月） 於：兵庫県立総合体育館〕
バレーボール男子

優勝（６連覇）

バレーボール女子

準優勝

第 5 回中国四国地区高等専門学校春季弓道大会
〔3 月 6 日（火） 於：高知県立弓道場〕
男子団体の部

準優勝

女子団体の部

準優勝

男子個人

準優勝

M4 岩田匠平

女子個人

準優勝

1-2(C1)樋口ひなた

第 44 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（水）～3 月 29 日(木)
男子シングルス２部

準優勝

於：坂出市立体育館〕
M4 池田 誉

平成 29 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（金)～16 日（日）
男子

３位

於：島根県立浜山体育館カミアリーナ〕

（中国大会出場）

平成 29 年度中国高等学校バレーボール選手権大会
〔5 月 13 日（土) ～14 日（日）
男子

於：ジップアリーナ岡山〕

予選敗退

第 33 回島根県高校新人ボート大会
〔10 月 21 日（土)～10 月 22 日(日)
男子シングルスカル

優勝

於：さくらおろち湖ボートコース〕
C2 曾田晃平

男子ダブルスカル

３位

男子舵手付きクォドルプル

優勝

女子ダブルスカル

準優勝

女子舵手付きクォドルプル

３位

平成 29 年度島根県高等学校バレーボール選手権大会兼第 70 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 10 日（金)～11 月 12 日（日） 於：安来市民体育館〕
男子

準決勝敗退

表彰関係
中国地区高等専門学校体育大会特別表彰
男子バスケットボール部

通算 40 回の優勝

平成 29 年度島根県スポーツ功労者表彰
団体の部

男子バスケットボール部
（全国高専体育大会準優勝）
弓道部
（全国高専弓道大会優勝）

平成 29 年度島根県高等学校体育連盟賞
生徒功労賞

D3 福田隼也

平成 29 年度高野連優秀部員
E3 日野 史敬
平成 29 年度（公財）松江体育協会優秀選手・チーム表彰
弓道部
○第 4 回全国高等専門学校弓道大会
男子団体の部

優勝

○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

優勝
D5 恩田和真 優勝

《文化系》
第 28 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（日）～9 日（月） 於：周南市文化会館（山口県周南市）〕
課題部門

特別賞

・Colors −十人十色の色鬼−
競技部門

特別賞

・中国山地のパズドラゴン
全国高専ロボコン 2017 全国大会
〔12 月 3 日(日) 於：有明コロシアム（江東区）
〕
松江高専 「八百万の亀々」

2 回戦敗退

全国高専ロボコン 2017 中国地区大会
〔10 月 15 日(日) 於：キリンビバレッジ周南総合スポーツセンターメインアリーナ〕
松江高専Ａﾁｰﾑ 「八百万の亀々」
準決勝敗退（ベスト４） 全国大会出場
アイデア賞・ 特別賞（ローム賞）受賞
松江高専Ｂﾁｰﾑ 「accura_G」 １回戦敗退
特別賞（本田技研工業賞）受賞
第 14 回全国高等専門学校デザインコンペティション
〔12 月 2 日(土)～3 日(日)

於：岐阜市〕

構造部門（56 チーム出場）
松江高専

真田軍扇

入賞ならず

・審査員特別賞受賞（日刊建設工業新聞社賞）
C4 遠藤和弥，山崎綾乃，石橋康貴、
M3 中側景太、C1 小竹勇平
第 24 回全国高等専門学校将棋大会
〔8 月 23 日(水)～25 日(金)

開催校：鈴鹿高専 於：三重県湯ノ山温泉グリーンホテル〕

団体戦 男子 予選Ｂ組 ２回戦敗退
個人戦 女子 準優勝

C2 村上穂香

第 11 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 27 日(土)～28 日(日)
シングル部門

於：国立オリンピック青少年総合センター〕

C2 佐川優希

入賞ならず

第 33 回中国地区高等専門学校英語弁論大会
〔11 月 10 日(金)～11 日(土)

於：呉海員会館（ビュー・ポートくれ）
〕

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｼﾝｸﾞﾙ部門
優勝 C3 佐川優希 全国大会出場
暗唱部門 ６位 C3 松本彩楓
第 41 回全日本アンサンブルコンテスト中国大会
〔2 月 3 日（土）於：島根県民会館〕
大学の部 打楽器六重奏

金賞

ｻｸｿﾌｫﾝ四重奏

銅賞

第 41 回全日本アンサンブルコンテスト島根県大会
〔12 月 23 日（土）於：大田市民会館〕
大学の部 打楽器六重奏

金賞 (中国大会出場)

ｻｸｿﾌｫﾝ四重奏

銀賞 (中国大会出場)

第 17 回レスキューロボットコンテスト
〔8 月 11 日(金)・12 日(土)
チーム名：ＭＣＴ

本戦

於：神戸サンボーホール〕
総合得点 １位

受賞
・レスキュー工学大賞
・inrevium 杯
・ベストパフォーマンス賞
・計測自動制御学会特別賞
・日本機械学会ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ・ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ部門一般表彰
ロボカップ 2017 名古屋
〔7 月 27 日（木）～7 月 30 日（日） 於：名古屋市国際展示場〕
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
ロボカップジャパンオープン 2017 愛知
〔5 月 4 日（木）～6 日（土）

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 ３位
本戦

３位（ベスト４：世界大会出場）

全国高専 PR コンテンツコンテスト
パンフレット部門

最優秀賞

パンフレット: 「ＫＯＳＥＮ×ＧＩＲＬｓ」
応募メンバ:
J4 高本ひかる 、J4 中村真唯、E4 佐藤楓華、
D4 岩﨑まゆ、C4 山﨑綾乃・ 若松杏奈
第 3 回スモウルビー・プログラミング甲子園
〔3 月 24 日(土)
決勝大会

於：くにびきメッセ（松江市）
〕
J3 岸野圭汰

1 回戦敗退

松江オープンソース活用ビジネスプランコンテスト 2018
［2 月 17 日（土） 於：松江テルサ］
・優秀賞

「VRescue」

MOTT：J3 落合朝大・松浦竜弥、
J2 髙本 俊・田邊 優
・奨励賞、楽天 特別賞
「どこいクーポン」

チーム会長：J3 北村将騎・真島皓太郎、
J2 宍道未沙希・細川理紗子
スマホアプリデザインコンテスト
〔7 月 15 日(土) 於：テクノアークしまね（松江市）
〕
・最優秀賞： 「Tagoo」
J4 安藤優希、西村孝毅、山本大河
・優秀賞（イード賞）
： 「お？くすりの時間」
J3 川上竜乃進、佐々木 翔一、内藤真星
・優秀賞（S-WORKS 賞）
： 「Wi-Fi CHECK」
J3 安田理乃・C3 加藤玲花、松本彩楓
・優秀賞（ヒューマンシステム賞）
： 「CAFEST」
J3 池田 聖、金築 花、櫛引 翼
・優秀賞（ワコムアイティ賞）
： 「ALL SUP」
J4 藤間莉乃、藤原実里
第 41 回全国高等学校総合文化祭将棋部門
第 53 回全国高等学校将棋選手権大会
［8 月 3 日（木）～8 月 4 日（金） 於：白石市文化体育活動センター（宮城県）
］
男子個人戦

D1(1-1) 中村慶次

予選敗退

女子個人戦

C2 村上穂香

予選敗退

第 41 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（日） 於：出雲市民会館］
団体戦

準優勝

松江高専Ａチーム

（D2 伊藤善久，E3 青木天慧，C2 青山尚史）
男子個人戦
女子個人戦

準優勝

D1(1-1) 中村慶次（全国大会出場）

３位

D2 伊藤善久

優勝

C2 村上穂香

（全国大会出場）

第 26 回全国高等学校文化連盟将棋新人大会
［1 月 25 日（木）～27 日（土） 於：グランドホテル浜松（浜松市）
］
●女子個人戦 C2 村上穂香

予選敗退

学生ケータイあわ～ど 2017
［10 月 28 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)川上ゆり
「プログラミングスポーツ」
入 選 J2 門脇直生 「Trip・Bingo！」

〃

J2 田邊 優

「AR supporter」

〃

J2 鄭 晟徹

「TRASH」

第 51 回ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト
［9 月 24 日（日） 於：松江市総合文化センター］
シニアの部（高校生）
（一財）日本国際協力センター理事長賞 受賞
第 12 回龍谷大学ビジネスアイデアコンテスト
入選

J2 森山敬之「けーす by ケース」

佳作

J1(1-3) 藤井康平
「伝統弟子入り仲介サービス」

中国地区高等専門学校文化連盟文芸部合同合宿
8 月 24 日(木)～25 日(金)

主管校：津山高専

中国地区高等専門学校文化連盟写真部合同合宿
8 月 17 日(木)～19 日(土) 主管校：宇部高専
第 25 回コンピュータフェスティバル
3 月 11 日(日)～13 日(火) 主管校：津山高専

J2 青柳もえ

