その他の課外活動成績
《体育系》
平成 30 年度全国高等学校総合体育大会
〔7 月 30 日（月）～ 8 月 2 日（木） 於：愛知池漕艇場 東郷コース〕
【ボート競技】
男子シングルスカル 準々決勝
「2 組」６位 C3 曾田晃平 （準々決勝敗退）
第 73 回国民体育大会（福井しあわせ元気国体 2018）
〔9 月 30 日（日）～10 月 3 日（水） 於：福井県立久々子湖漕艇場〕
【ボート競技】
成年男子舵手付きフォア
準決勝３位（準決勝敗退） 島根（S1 吾郷匠実）
第 49 回中国四国国公立大学選手権水泳競技大会
〔7 月 7 日（土）～8 日（日） 於：ひろしんビッグウェーブ（広島市）〕
男子 100m 背泳ぎ

９位

S1 三代龍之輔

男子 100m 平泳ぎ

１３位

E4 小松原隆介

男子 100m 平泳ぎ

１１位

D4 福田 隼也

平成 30 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 13 日（金)～15 日（日）
男子

4位

於：鹿島総合体育館〕

（中国大会出場）

平成 30 年度中国高等学校バレーボール選手権大会
〔5 月 11 日（土) ～13 日（日）
男子

於：鳥取県民体育館〕

5 位（準々決勝敗退）

第 34 回島根県高校新人ボート大会
〔10 月 20 日(土)～10 月 21 日(日)
男子シングルスカル

於：さくらおろち湖ボートコース〕
優勝
J2 小野田空羽

男子舵手付きクォドルプル

※中国大会出場

準優勝

平成 30 年度第 30 回全国高等学校選抜ボート大会中国地区予選会
〔11 月 3 日(土)～11 月 4 日(日)

於：さくらおろち湖ボートコース〕

男子シングルスカル ２位

J2 小野田空羽

※全国選抜大会出場

平成 30 年度島根県高等学校バレーボール選手権大会 兼
第 71 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 16 日（金)～11 月 18 日（日） 於：松江市総合体育館〕
男子

準決勝敗退

平成 30 年度島根県高等学校新人陸上競技大会
〔9 月 16 日(土)～9 月 17 日(日) 於：浜山公園陸上競技場〕
男子 100mA(2 年)

1 位 M2 森本知隼

男子 400mH

6 位 1-5(D1)森田光典

男子棒高跳

3 位 1-1(M1)金山久人

男子 4×100m リレー 6 位
男子 4×400m リレー 7 位
島根県高等学校駅伝競走大会兼中国・全国高等学校駅伝競走大会島根県予選会
〔11 月 3 日(土)
男子

於：浜山公園陸上競技場 出発・決勝〕

３位

平成 30 年度島根県高等学校新人水泳競技大会 兼 中国高校新人水泳競技大会島根県予選
〔8 月 26 日(日)

於：島根県立プール〕
(※印は中国大会に出場)

男子 50m 自由形

4位

1-2(C1) 小林海竜 ※

男子 100m 自由形

5位

1-2(C1) 小林海竜 ※

男子 100m 背泳ぎ

3位

1-4(C1) 小林海竜※

〃

7 位 1-4(C1) 大谷健斗

男子 200m 背泳ぎ

2位

1-4(C1) 大谷健斗 ※

女子 200m 自由形

3位

1-3(M1) 石橋愛美香 ※

女子 400m 自由

3位

1-3(M1) 石橋愛美香 ※

女子 50m 平泳ぎ

2位

1-4(D1) 野田 葵 ※

平成 30 年度中国高等学校新人水泳競技大会
〔10 月 20 日(土)～10 月 21 日(日) 於：山口きらら博記念公園水泳プール〕
入賞者なし
平成 30 年度島根県高等学校テニス新人大会(団体戦) 兼
第 41 回全国選抜高校テニス大会島根県予選
〔11 月 3 日（土）～4 日（日） 於：石見海浜公園テニスコート〕

男子シングルス
男子ダブルス

19 位 D2 渡部陽也
6 位 D2 渡部陽也・1-4(M1)佐藤璃空

中国大会出場
中国大会出場

平成 30 年度 第 12 回中国高等学校新人テニス大会
〔11 月 17 日(土)～11 月 18 日(日)

於：福山市竹ヶ端運動公園テニスコート〕

男子シングルス 1 回戦敗退
男子ダブルス

1 回戦敗退

平成 30 年度島根県高等学校バスケットボール選手権大会 兼
ウインターカップ 2018 島根県予選会
〔11 月 2 日（金）～4 日（日） 於：県立浜山公園体育館「カミアリーナ」
〕
男子

準々決勝敗退

島根県インドアアーチェリー大会
〔2 月 3 日(日) 於：サン・アビリティーズいずも〕
新人部門 １位 1-4(M1) 杉岡和季

《文化系》
第 25 回全国高等専門学校将棋大会
〔8 月 22 日(水)～24 日(金)

開催校：茨城高専 於：ワークプラザ勝田〕

団体戦 男子 予選Ｂ組 ２回戦敗退
個人戦 男子

３位

D3 古志野瑛元

女子

優勝

C3 村上穂香

第 34 回中国地区高等専門学校英語弁論大会
〔10 月 27 日(土)～28 日(日)
暗唱部門

於：学び・交流プラザ（山口県周南市）〕
３位 J2 藤原 涼

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｼﾝｸﾞﾙ部門 入賞者なし
第 18 回レスキューロボットコンテスト
〔8 月 11 日(金)・12 日(土)

於：神戸サンボーホール〕

チーム名：ＭＣＴ

総合得点 ４位

本戦

・レスキュー工学奨励賞受賞
ロボカップジャパンオープン 2018 おおがき
〔5 月 3 日（木）～5 日（土）

於：ソフトピアジャパンエリア〕

サッカー小型ロボットリーグ（車輪型）
チーム名：MCT Susanoo Logics

予選敗退

第 42 回全国高等学校総合文化祭将棋部門
第 54 回全国高等学校将棋選手権大会
［8 月 9 日（木）～8 月 10 日（金） 於：ホテル圓山荘（長野県）］
女子個人戦

C3 村上穂香

予選敗退

第 42 回全国高等学校総合文化祭将棋部門島根県予選

［4 月 29 日（日） 於：出雲市民会館］
男子団体戦

３位

松江高専Ｂチーム
（D3 伊藤善久，C3 青山尚史、D2 中村慶次）

男子個人戦

３位

D3 伊藤善久

〃

３位

J3 大賀健伸

女子個人戦

準優勝

C3 村上穂香（全国大会出場）

フレッシュ IT あわ～ど 2018
［10 月 27 日（土） 於：広島市立大学］
ケータイアイデア部門
最優秀賞・総務省中国総務通信局長表彰
J3 宍道未沙希 「ほっとハット」
優秀賞

J2 小山 裕

「Peace Teeth」

入 選

J3 福井宥斗

「Un-Fraud」

第 52 回ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト
［9 月 23 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
J3 青柳もえ
D2 田部啓太
平成 30 年度「税に関する高校生の作文」コンテスト（国税庁主催）
松江税務署長賞 受賞
1-4(E1) 小松原 慧
1-3(C1) 野田悠斗
第 35 回全国年賀はがきコンクール
全書会会長賞（全国学年 3 位の賞）
D3 門脇唯奈

第 13 回エコノミクス甲子園

島根県大会

〔12 月 9 日（日） 於：山陰合同銀行〕
優勝（全国大会出場）
1-4(E1) 小松原 慧
1-1(J1) 佐々木涼太郎
第 42 回全日本アンサンブルコンテスト中国大会
〔2 月 2 日（土）於：広島市文化交流会館〕
大学の部

ｻｸｿﾌｫﾝ六重奏

銅賞

ﾕｰﾌｫﾆﾑ･ﾃﾕｰﾊﾞ四重奏

銅賞

第 42 回全日本アンサンブルコンテスト島根県大会
〔12 月 22 日（土）於：石央文化ホール〕
大学の部 ｻｸｿﾌｫﾝ六重奏

金賞 (中国大会出場)

ﾕｰﾌｫﾆﾑ･ﾃﾕｰﾊﾞ四重奏

金賞

(中国大会出場)

中国地区高等専門学校文化連盟文芸部合同合宿
8 月 28 日(火)～29 日(水)

主管校：松江高専

中国地区高等専門学校文化連盟写真部合同合宿
8 月 16 日(日)～18 日(火) 主管校：大島高専

