令和２年度 課外活動成績
《体育系》
【 全国大会 】

【 地区大会 】

令和２年度全国高等専門学校体育大会（夏季大会）

令和３年度中国地区高等専門学校体育大会
(夏季大会)

コロナウイルス感染症拡大により中止

コロナウイルス感染症拡大により中止
令和２年度全国高等専門学校弓道大会
コロナウイルス感染症拡大により中止

令和２年度全国高等専門学校弓道大会中四国予選
コロナウイルス感染症拡大により中止

第 47 回全日本大学選手権大会（ボート）
〔10 月 22 日（木）～25 日（日）
於：埼玉県戸田市 戸田ボートコース〕
男子シングルスカル 第 3 位 J4 小野田空羽
第 53 回全国高等専門学校サッカー選手権大会
〔12 月 18 日（金）～21 日（月）
於：静岡県 裾野グラウンド〕
１回戦 ×松江高専 0－2 近畿大学高専〇
第 73 回全日本バレーボール高等学校選手権大会
（春高バレー）

第 56 回中国地区高等専門学校体育大会（冬季大会）
〔11 月 13 日（金）～11 月 15 日(日)
於：山口県維新百年記念公園ﾗｸﾞﾋﾞｰ･ｻｯｶｰ場〕
ラグビーフットボール
１回戦 ×松江高専 0－86 宇部高専〇
第 53 回全国高等専門学校サッカー選手権大会中国地
区予選（高専大会代替試合）
〔11 月 15 日（日） 於：広島国際大学〕
B パート １位

※全国大会出場

〔1 月 5 日（水）～10 日（日）於：東京体育館〕
男子２回戦 松江高専 0－2 昌平高校（埼玉）
【 県大会 】
第 42 回全国高等専門学校通信弓道大会
男子団体戦
優勝
女子団体戦
優勝
女子個人の部
２位 C4 樋口ひなた
全日本高等専門学校バレーボール選手権大会
〔3 月 26 日（金）～3 月 28 日（日）
於：グリーンアリーナ神戸〕
男子バレーボール部
女子バレーボール部

優勝
優勝

2020 年度 島根県高等学校夏季体育大会
（県高校総体代替大会）
【団体戦】上位入賞のみ
〔バレーボール男子〕
松江・出雲・隠岐地区 優勝
〔バスケットボール男子〕
松江地区
３位
1 勝１敗
【個人戦】 上位入賞のみ
〔陸上〕
男子 400mH
D3 森田光典 1 位
男子 400m
D3 森田光典 6 位
男子棒高跳
J3 山岡大晟 5 位

第 46 回島根県高等学校バドミントン選手権大会
〔9 月 12 日(土)～13 日(日)
於：県立浜山公園体育館「カミアリーナ」
〕
男子ダブルス 3 位
E2 山口 渓・C2 中島慶人
第 36 回島根県高等学校新人ボート大会
〔10 月 17 日(金)
於：さくらおろち湖ボートコース〕
男子ダブルスカル
3 位 松江高専
男子舵手付クォドルプル
2 位 松江高専
島根県秋季アーチェリー大会
〔10 月 18 日(日) 於：大田市運動公園〕
少年男子の部 70mW
１位 M3 杉岡和季
令和２年度島根県高等学校新人柔道大会
〔10 月 24 日(土)
於：島根県立武道館〕
個人戦のみ実施
個人戦
女子 52 ㎏級 3 位 1-2(C)石畑温々弥
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
〔10 月 31 日(土)
於：浜山公園陸上競技場付設駅伝コース〕
男子
６位

令和 2 年度島根県高等学校新人バレーボール大会
兼 第 29 回中国高等学校新人バレーボール大会島根
県予選
〔12 月 18 日（金）～20 日（日）
於：益田市民体育館他〕
男子
5位
女子
予選リーグ敗退
第 43 回全国高等学校柔道選手権大会島根県予選
〔12 月 19 日(土)～12 月 20 日(日)
於：島根県立石見武道館〕
女子個人戦
第 3 位 1-2(C) 石畑温々弥
〃
1-3(C) 園山寧々
令和２年度島根県高等学校総体（スキー・アルペン）
〔1 月 5 日（火）～6 日（水）
於：琴引フォレストパークスキー場〕
男子大回転 ４位 1-1(D) 山﨑智寛
男子回転
４位 1-1(D) 山﨑智寛
第 45 回島根県インドアアーチェリー大会
〔2 月 14 日（日） 於：サン・アビリティ出雲〕
18ｍW 少年の部 第 1 位 M3 杉岡和季

表彰関係
令和２年度国立高等専門学校機構表彰

令和２年度島根県高等学校バレーボール選手権大
会兼第 73 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）
〔10 月 30 日（金)～11 月 1 日（日）
於：松江市総合体育館〕
男子
優勝 ＊全国大会出場
令和 2 年度島根県高等学校バドミントン新人大会
〔11 月 13 日（金）～11 月 15 日（日）
於：鹿島総合体育館〕
男子団体
第3位
男子ダブルス 第 5 位
（E2 山口渓・C2 中島慶人）
第 19 回ハスコカップインドアアーチェリー大会
〔11 月 22 日（日）
於：サン・アビリティ出雲〕
18ｍW 新人女子の部 第 1 位 C2 後藤未夢
新人男子の部 第 1 位 E2 室谷那音
少年男子の部 第 1 位 M3 杉岡和季
〃
第 2 位 C2 池上夢叶

J4 小野田空羽
令和２年度島根県高等学校体育連盟賞
文部科学大臣特別賞 D3 森田光典（陸上）
優秀選手賞 男子バレーボール部
M3 村上 連・佐藤颯太・M2 稲田壮真
E3 西尾紀一郎・松浦雅樹
D3 根來川久輝・中村剛士・井谷駿介
J3 内田克弥
生徒功労賞 D3 森田光典（陸上）
令和２年度（公財）島根県体育協会優秀選手表彰
優秀選手賞
J4 小野田空羽

《文化系》
第１回夏のセンバツＡＱＬ(全日本クイズリーグ)
〔8 月 21 日（金） オンライン開催〕
第３位 クイズ研究会

・第 36 回全国学生書き初め展覧会（硬筆の部）
特選
川上 晶
金賞
銀賞

D5 門脇唯奈
E2 矢野友基

第 3 回全国高等学校総合クイズ大会
〔9 月 13 日(日) オンライン開催〕
ベスト 8 クイズ研究会
E3 小松原 慧
J3 佐々木涼太郎・藤原一馬
2020 年度第 36 回全国硬筆コンクール
優秀特選
E4 川上 晶
第 31 回全国高等専門学校プログラミングコンテスト
〔10 月 10 日（土）～11 日（日） オンライン開催〕
自由部門
敢闘賞
チーム名：VOICE WATCHER –AR で会話を楽しくJ4 田中 開士, 吉木 旺佑, 高橋 虎太郎
J2 三國 祐太郎
フレッシュ IT あわ～ど 2020
〔10 月 25 日（日） オンライン開催〕
入賞 J2 吉田光騎
「AR ガーデニングアプリ～シーズン～」
1-4(J) 高橋幸之介
「リモートで地元を応援」
佳作 1-4(J) 井上優奈
「リモートアプリ『Ally』
」
第 44 回全国学生書写書道展
特選

全国高専ロボコン 2020 中国地区大会
〔11 月 1 日(日) オンライン開催〕
松江高専チーム「The Animal Painter」
決勝ラウンド進出
※全国大会出場（推薦枠）
全国高等学校クイズ選手権全国一斉スマホ予選
〔11 月 3 日（火）
オンライン開催〕
島根県第 1 位 J3 佐々木涼太郎・藤原一馬
E3 小松原 慧 ※全国大会出場
第 2 位 J3 柿田浩佑・山根悠太郎
J3 木次 駿
テクノアイデアコンテスト 2020 「テクノ愛」
〔公益財団法人京都技術科学センター主催〕
健闘賞 J3 安部克海
パソコン甲子園 2020 本選
〔11 月 14 日（土） オンライン開催〕
プログラミング部門（予選通過）
チーム名：カーバンクル
J3 梶谷奏太・三島知樹
入賞ならず
AQL2020 中四国ジュニアリーグ
〔11 月 23 日(日) 於：倉敷芸文館〕
クイズ研究会 優勝 ※全国大会出場

J4 錦織ひらり

2020 年度 第 36 回全国硬筆コンクール
優秀特選 E4 川上 晶
特選
D5 門脇唯奈
金賞
S2 西坂菜々穂
銀賞
J4 錦織ひらり
銅賞
M5 周藤侑也
第 36 回全国学生書き初め展覧会（毛筆の部）
特選
D5 門脇唯奈(
金賞
J4 錦織ひらり
銀賞
J1 木島陽斗
銀賞
J4 川上 晶

全国高専ロボコン 2020 全国大会
〔11 月 29 日(日) オンライン開催〕
松江高専チーム「The Animal Painter」
入賞ならず
第 17 回全国高等専門学校デザインコンペティション
〔12 月 5 日(土)～6 日(日) 於：名取市文化会館〕
オンライン開催
構造デザイン部門 松江高専チーム「葉紙」
日刊建設工業新聞社賞

第 40 回全国高等学校クイズ選手権
〔12 月 11 日（金） 日本テレビ〕
ベスト 9
クイズ研究会
J3 佐々木涼太郎・藤原一馬・E3 小松原 慧

スモウルビー･プログラミング甲子園 2020 決勝大会
〔3 月 20 日（土） オンライン開催〕
優勝

J2 安部滉人

ニュース・博識甲子園特別大会
第 16 回競基弘賞レスキューロボットコンテスト
奨励賞スピリット賞 受賞
松江高専機械工学科 チーム「MCT」
M5 矢田優果、M4 勝谷有紗・中尾彩乃
M3 澤田晴矢・沼本祐輝
D3 榎本陽菜・小澤泰知・品川海月・宮﨑 夏
D3 森川凛空
C5 荒木保乃香
第 36 回中国地区高等専門学校英語弁論大会
〔12 月 8 日(火) オンライン開催〕
暗唱部門

2 位 1-4(D) 鳥谷莉緒

松江ｵｰﾌﾟﾝｿｰｽ活用ビジネスプランコンテスト 2021
〔2 月 20 日（土） 於：松江テルサ〕
奨励賞
「S&WHICH MAN」
J3 山岡大晟・田辺侑美
J2 椿原諒也・内藤才貴・三笠航生
第 19 回キャンパスベンチャーグランプリ中国大会
優秀賞（エネルギア中国電力賞）
「ACSS」 寝ている間に自動で会議場を設営
するシステム
S1 服部成士郎・佐々木翔一・田中駿之助
S1 原 悠大
中高生国際 Ruby ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ 2020 in Mitaka
〔3 月 6 日（土） オンライン開催〕
最優秀賞（ゲーム部門）
J2 石原 爽、J1 山本崇人
AQL オンライン 2020 全国大会
〔2 月 28 日（日） オンライン開催〕
ジュニアの部 第３位 クイズ研究会
第３回高専防災コンテスト
〔3 月 15 日（月） オンライン開催〕
最優秀賞
「THE BEST 10」～多機能避難ベスト～
C5 森 円花・荒木保乃香・石原千歳
C5 片寄圭一郎・藤原 澪、
C4 三島由衣、C2 飯野愛未

選抜高等学校クイズ大会
〔3 月 21 日（月） オンライン開催〕
優勝

クイズ研究会
E3 小松原 慧
J3 佐々木涼太郎・藤原一馬

