その他の課外活動成績
《体育系》
第 28 回中国高等学校新人バレーボール大会
〔令和 2 年 2 月 8 日(土)～9 日(日) 於：マエダハウジング東区 SC 外〕
男子

優勝

島根県インドアアーチェリー大会
〔令和 2 年 2 月 9 日(日) 於：サン・アビリティーズいずも〕
少年の部 １位 M2

杉岡和季

第 42 回全国高等学校柔道選手権大会島根県予選
〔令和 2 年 1 月 11 日(土)～1 月 12 日(日)

於：島根県立武道館〕

男子団体戦【2 部】
優勝 （松江高専、出雲高校、大田高校合同チーム）
第 10 回男子西日本高等専門学校バスケットボール大会
〔12 月 26 日（木）～12 月 28 日(土)

於：グリーンアリーナ神戸〕

男子 準優勝
令和元年度島根県高等学校新人バレーボール大会
兼

第 28 回中国高等学校新人バレーボール大会島根県予選
〔12 月 13 日（金）～15 日（日）
男子

於：県立浜山公園体育館「カミアリーナ」他〕

優勝 （中国大会出場）

令和元年度島根県高等学校バレーボール選手権大会 兼
第 72 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 8 日（金)～11 月 10 日（日） 於：安来市民体育館〕
男子

３位

女子

ベスト１６

令和元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 2019 島根県予選会
〔11 月 1 日（金）～3 日（日） 於：県立浜山公園体育館「カミアリーナ」
〕
男子

５位（準々決勝敗退）

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 2 日(土) 於：浜山公園陸上競技場 出発・決勝〕
男子

７位

第 60 回全日本新人選手権大会
〔10 月 25 日（金）～ 27 日（日）

於：埼玉県戸田ボートコース〕

【ボート競技】
男子シングルスカル

3 位 J3 小野田空羽

島根県秋季アーチェリー大会
〔10 月 20 日(日) 於：大田市運動公園〕
少年男子の部 70mW １位 M2 杉岡和季
第 35 回島根県高校新人ボート大会
〔10 月 18 日(金)～10 月 19 日(土) 於：さくらおろち湖ボートコース〕
男子シングルスカル
4位

1-1(M1) 周藤竜之介

男子舵手付クォドルプル
2 位 松江高専 A
4 位 松江高専 B
第 74 回国民体育大会（2019 いきいき茨城ゆめ国体）
〔10 月 4 日（金）～10 月 7 日（月）於：茨城県潮来ボートコース〕
【ボート競技】
少年男子シングルスカル
優勝 J3 小野田空羽
成年男子ダブルスカル
予選敗退 島根（S2 吾郷匠実）
令和元年度島根県高等学校新人柔道大会
〔10 月 26 日(土)～10 月 27 日(日) 於：島根県立武道館〕
男子団体戦【2 部】
優勝 （松江高専、出雲、大田合同チーム）
個人戦
男子無段の部

2 位 D2 角折 岳

令和元年度島根県高等学校新人陸上競技大会
〔9 月 15 日(日)～9 月 16 日(月)

於：益田陸上競技場〕

男子 400m

1 位 D2

男子 400mH

2 位 D2 森田光典

男子 110mH

6 位 1-3(M1) 東本 匠

男子 3000mSC

8 位 1-1(M1) 岡崎陽星

男子 4×400m リレー

森田光典

6位

男子棒高跳

4 位 J2 山岡大晟

男子やり投

4 位 J2

山岡大晟

第 46 回全日本大学選手権大会（ボート競技）
〔9 月 5 日（木）～8 日（日）
男子シングルスカル

於：埼玉県戸田ボートコース〕

準優勝 S2 吾郷匠実

令和元年度全国高等学校総合体育大会
〔8 月 15 日（木）～ 8 月 20 日（火） 於：菊池市斑蛇口湖ボート場〕
【ボート競技】
男子シングルスカル ４位 J3 小野田空羽
令和元年度島根県選手権水泳競技大会（国体予選）
〔7 月 6 日(土)・7 日(日)

於：島根県立水泳プール〕

男子 200m 背泳ぎ 準優勝 P2 三代龍之介
男子 100m 背泳ぎ

３位 P2 三代龍之介

国体アーチェリー島根県予選大会
〔6 月 30 日(日) 於：浜山公園〕
少年男子の部 ２位

M2 杉岡和季（中国ブロック大会出場）

第 50 回中国四国国公立大学選手権水泳競技大会
〔6 月 29 日（土）～30 日（日） 於：児島地区公園水泳場(岡山市)〕
＊決勝進出のみ
男子 50m 自由形
男子 100m 自由形
男子 100m 背泳ぎ

７位
８位
６位

S1 森岡璃久
S1 森岡璃久
S2 三代龍之輔

男子 200m 背泳ぎ

９位

S2 三代龍之輔

男子 100m 平泳ぎ

８位

D5 福田 隼也

第 97 回全日本選手権大会（ボート競技）
〔5 月 23 日（木）～26 日（日）
男子シングルスカル

於：埼玉県戸田ボートコース〕

7 位 S2 吾郷匠実

2019 中国ジュニアテニス選手権大会島根県予選大会（Ｕ16・Ｕ18 の部）
〔5 月 18 日(土)・19 日(日)
Ｕ18 男子ダブルス

2位

於：真幸ヶ丘公園テニスコート〕
D3 渡部陽也

令和元年度中国高等学校バレーボール選手権大会
〔5 月 11 日（土) ～12 日（日）
男子

於：松江市総合体育館〕

１回戦敗退

令和元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 19 日（金)～21 日（日）
男子

3位

於：松江工業高校、松江南高校〕

（中国大会出場）

《文化系》
松江オープンソース活用ビジネスプランコンテスト 2020
［2 月 22 日（土） 於：松江テルサ］
・最優秀賞
「PM-SHOP(projection Mapping-Shop)」
J3 清間志音・冨金原桃香、J2 竹下那菜・大野美咲
・奨励賞、IIJ 特別賞
「Clew Manual-くるまにゅある」
J3 居田陸人・平田一徹、J2 河瀬耀子・田辺侑美
・奨励賞、ごうぎん賞
「癒しのカブトムシ・クワガタムシ育成ゲーム」
J3 野津雅斗・水田稔規、J2 万代七聖・山岡大晟
・奨励賞
「VR ジョブトレ」
J3 上里洸汰・稲葉航己、J2 吉川和真・三島知樹
・奨励賞
「ツーショットメーカー ～ツーカー～」
J3 小山 裕・山本悠馬、J2 白築悠大・鄭志晟
第 18 回キャンパスベンチャーグランプリ中国大会
特別賞（日刊工業新聞社賞）
「Pocket Travel スキマ時間で冒険しよう」
S1 藤井勇生、森岡璃久、桒谷拓人、P1 清水啓介

第 36 回全国年賀はがきコンクール
日本年賀はがき準大賞
D4 門脇唯菜
第 14 回エコノミクス甲子園島根県大会
〔12 月 8 日（日） 於：山陰合同銀行〕
優勝（全国大会出場）
E2 小松原 慧
J2 佐々木涼太郎
第 43 回全日本アンサンブルコンテスト島根県大会
〔12 月 21 日（土） 於：安来市総合文化ホール アルテピア〕
フルート四重奏

金賞 中国大会出場

クラリネット五重奏 銀賞
バリチューバ四重奏 銀賞
令和元年度｢税に関する高校生の作文｣コンテスト（国税庁主催）
広島国税局長賞 受賞
1-5(C1) 後藤未夢
松江税務署長賞 受賞
1-1(C1) 飯塚莉央
パソコン甲子園 2019

本選

〔11 月 8 日（金）～9 日（土）

於：会津大学〕

プログラミング部門（予選通過）
チーム名：鷹の爪の垢 J3 居田陸人, J3 山本悠馬
入賞ならず
第 17 回島根県高等学校将棋新人戦
［11 月 2 日（土.） 於：松江市民活動センター］
男子個人戦

６位 D2 宮﨑夏月

（中国地区選手権出場権獲得）

女子個人戦

優勝 1-2(E1)吾郷菜月（中国地区・全国選手権出場権獲得）

フレッシュ IT あわ～ど 2019
［10 月 27 日（日） 於：広島市立大学］
アイデア部門
入賞 1-3(J1) 深井 叡 議論用 SNS『トーロン』
佳作 J3

小山 裕

「ふるさと発掘」

第 53 回ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト

［9 月 22 日（日） 於：松江市総合文化センター］
シニアの部（高校生）
D3 田部啓太 八雲会長賞

受賞

C3 小竹勇平 八雲会奨励賞 受賞
第 19 回レスキューロボットコンテスト本選
〔8 月 10 日(土)・11 日(日)
チーム名：ＭＣＴ

於：神戸サンボーホール〕

本戦

４位
・ベストプレゼンテーション賞受賞
・モビリティアイデア賞受賞

第 60 回全日本吹奏楽コンクール中国大会
〔8 月 24 日（土）於：周南市文化会館〕
大学の部

銀賞

第 26 回全国高等専門学校将棋大会
〔8 月 21 日(水)～23 日(金)

開催校：久留米高専 於：久留米シティプラザ〕

団体戦 男子

予選Ａ組

２位

個人戦 女子

準優勝

C4 村上穂香

第 60 回全日本吹奏楽コンクール島根県大会
〔8 月 11 日（日）於：島根県民会館〕
大学の部

銀賞 (中国大会出場)

Honda エコマイレッジチャレンジ 2019 九州大会
〔8 月 4 日（日） 於：HRC 九州(熊本県菊池郡〕
大学・短大・高専の部
チーム名：ＭＣＴ０２ ３位
ロボカップ 2019 世界大会
〔7 月 2 日（木）～8 日（土） 於：シドニー、オーストラリア〕
サッカー小型ロボットリーグ 予選敗退

