平成 27 年度 その他の課外活動成績
《体育系》
第 37 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
準優勝

D3 恩田和真

第 2 回全国高等専門学校弓道大会
〔8 月 25 日(火) ～ 26 日(水) 於：奈良県立橿原公苑弓道場〕
男子団体の部
女子個人の部

３位 （射道優秀賞）
準優勝
C5 土江彩季 (射道優秀賞)

第 2 回全国高等専門学校弓道大会 中四国予選
〔7 月 4 日（土）～7 月 5 日(日) 於：宇部市中央公園弓道場〕
男子団体の部
準優勝 (全国高専弓道大会に出場)
女子団体の部
３位
男子個人
〃
女子個人

４位 M2 岩田匠平 (全国高専弓道大会に出場)
５位 D4 齋藤実仁
４位 C5 土江彩季 (全国高専弓道大会に出場)

第 68 回朝日レガッタ
〔5 月 2 日（土）～6 日(水) 於：滋賀県大津市瀬田漕艇場〕
高校男子ダブルスカル ３位
E3 吾郷匠実・M3 福原俊昭
平成 27 年度全国高等学校総合体育大会
〔7 月 30 日（木）～8 月 3 日（月）於：近畿地区豊岡市円山川城崎漕艇場〕
【ボート競技】 男子ダブルスカル
５位
E3 吾郷匠実・M3 福原俊昭
第 70 回国民体育大会（2015 紀の国わかやま国体）
〔9 月 26 日（土）～9 月 30 日（水） 於：滋賀県琵琶湖漕艇場〕
【ボート競技】少年男子ダブルスカル
３位
E3 吾郷匠実・M3 福原俊昭
第 45 回中国四国国公立大学選手権水泳競技大会
〔7 月 11 日（土）～12 日（日） 於：くろしおアリーナ（高知県）
〕
男子 100m 背泳ぎ
３位
C5 河原 敦
平成 27 年度全国高等学校総合体育大会 ・第 65 回全国高等学校スキー大会
〔2 月 4 日（木）～2 月 8 日（月）於：青森県大鰐温泉スキー場）
〕
男子スラローム
出場
J3 角 涼太朗
平成 27 年度全国高等学校選抜スキー大会
〔3 月 9 日（水）～3 月 12 日（土） 於：長野県西館山スキー場・ジャイアントスキー場〕
男子スラローム・ジャイアントスラローム
出場
M1(1-4)石津裕一朗

第 27 回全国高等学校選抜ボート大会
〔3 月 19 日（土）～3 月 21 日（月）於：静岡県浜松市天竜ボート場〕
男子舵手付きクォドルプル
出場
J2 岩谷 燎・E2 土屋諒太・J2 島谷 晴・J2 山口輝秋・E2 寺戸綾佑・E2 久保田祐介・E2 和田 武
第 4 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（木）～3 月 27 日（日）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
準優勝

第 27 回全国高等学校選抜ボート大会中国地区予選会
〔11 月 1 日（日）
於：山口県豊田湖〕
男子舵手付きクォドルプル
準優勝
J2 岩谷 燎・E2 土屋諒太・J2 島谷 晴・J2 山口輝秋・E2 寺戸綾佑・E2 久保田祐介・E2 和田 武
第 3 回中国四国地区高等専門学校春季弓道大会
〔3 月 9 日（水） 於：西条総合体育館弓道場〕
男子団体の部
優勝
男子個人
３位
D3 恩田和真
第 42 回中国・四国地区高等専門学校バドミントン大会
〔3 月 22 日（火）～3 月 24 日(木) 於：松江市鹿島総合体育館〕
女子ダブルス
優勝 J4 野津双葉・C2 月坂真菜
男子シングルス １部
男子ダブルス

準優勝
３位

M3 坂上樹来
M3 坂上樹来・M1(1-1)堀江拓巳

第 31 回島根県高校新人ボート大会
〔10 月 25 日（日) 於：松江市大橋川（特設コース）
〕
男子シングルスカル
優勝
E2 和田 武
男子舵手付きクォドルプル
優勝
（E2 土屋諒太、E2 寺戸綾佑、J2 岩谷 燎、J2 島谷 晴、J2 山口輝秋）
島根県高等学校新人水泳競技大会
〔8 月 23 日（日) 於：島根県立水泳プール〕
男子 400m 自由形
優勝
D2 森岡璃久
男子 1500m 自由形
優勝（大会新） D2 森岡璃久
男子 400m メドレーリレー
優勝
D2 永原 凱・E2 小松原隆介・J2 口羽雅晴・D2 森岡璃久
男子 400m フリーリレー
優勝
J2 口羽雅晴・D1(1-3）福田隼也・E2 小松原隆介・D2 森岡璃久
平成 27 年度島根県高等学校バレーボール選手権大会
兼 第 68 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 13 日（金)～11 月 15 日（日）於：安来市民体育館〕
バレーボール男子
準優勝

表彰関係
平成 27 年度島根県スポーツ功労者表彰
団体の部

個人の部

男子バレーボール部
女子バレーボール部
男子バスケットボール部
剣道部（女子）
剣道部
C2 中島圭那
〃
M5 橋本 凌

平成 27 年度 島根県剣道連盟会長表彰
●第 51 回中国地区高等専門学校体育大会【剣道】
・男子団体 優勝
・女子団体 ２位
・男子個人 優勝

M2 橋本龍之介

・女子個人 優勝

C2 中島圭那

●第 50 回全国高等専門学校体育大会【剣道】
・女子団体 優勝
・男子個人 ２位

M5 橋本 凌

・女子個人 優勝

C2 中島圭那

平成 27 年度島根県高等学校体育連盟賞
生徒功労賞
E3 野津智暉
優秀選手賞
E3 吾郷匠実・M3 福原俊昭
平成 27 年度高野連優秀部員
D3 宮廻圭佑
第 70 回国民体育大会優秀選手・監督表彰
E3 吾郷匠実・M3 福原俊昭
平成 27 年度（公財）松江体育協会優秀選手表彰
剣道部
○全国メダル ： M5 橋本 凌・C2 中島圭那
○中国メダル ： M2 橋本龍之介
○全国表彰楯 ： 女子団体
○中国表彰楯 ： 男子団体
島根県ボート協会主催「平成 27 年度優秀選手表彰」
M3 福原俊昭・E3 吾郷匠実
平成 27 年度独立行政法人国立高等専門学校機構学生表彰
M3 福原俊昭・E3 吾郷匠実（ボート）

《文化系》
第 22 回全国高等専門学校将棋大会
〔8 月 24 日(月)～26 日(水) 主管校：松江高専 於：すいてんかく（松江市）
〕
団体戦
個人戦

予選敗退
予選敗退

第 56 回全日本吹奏楽コンクール中国大会
〔8 月 22 日（土） 於：広島文化学園 HBG ホール〕
大学の部
銀賞
第 56 回全日本吹奏楽コンクール島根県大会
〔8 月 9 日（日）於：大田市民会館〕
大学の部
金賞 (中国大会出場)
第 39 回全日本アンサンブルコンテスト中国大会
〔2 月 6 日（土）於：倉敷市民会館大ホール〕
大学の部

打楽器五重奏

銀賞

第 39 回全日本アンサンブルコンテスト島根県大会
〔12 月 12 日（土）於：島根県芸術文化センター（グラントワ）
〕
大学の部 打楽器五重奏
金賞 (中国大会出場)
クラリネット七重奏
銀賞
サクソフォン五重奏

銀賞

第 15 回レスキューロボットコンテスト
〔8 月 8 日(土)・9 日(日) 於：神戸サンボーホール〕
チーム名：ＭＣＴ
本戦
８位
ロボカップジャパンオープン 2015
〔5 月 2 日（土）～4 日（月） 於：福井県産業会館〕
サッカー小型ロボットリーグ（車輪型）
MCT Susanoo Logics ベスト４（世界大会出場）
ロボカップ世界大会 2015
〔7 月 20 日（月）～23 日（木）於：中国，安徽省合肥〕
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 １回戦敗退
NHK 学生ロボコン 2015 ～ABU アジア・太平洋ロボコン代表選考会～
〔6 月 7 日（日）於：国立オリンピック記念青少年総合センター〕
チーム名：ＭＲＰ ２回戦敗退（特別賞受賞）

第 15 回日本情報オリンピック
〔2 月 13 日(土)～14 日(日) 於：つくば市（茨城県）
〕
本戦出場

J2 村社光誠

スモウルビー・プログラミング甲子園
〔3 月 26 日(土) 於：くにびきメッセ（松江市）
〕
優勝
J3 高田亮介
予選敗退 J2 錦織成輝
松江オープンソース活用ビジネスプランコンテスト 2016
・優秀賞「どこでも茶屋」
J3 野中咲穂・吉森瑠菜、J2 岡 泉美・栂 成美
・奨励賞「寝顔パパラッチ」 J3 伊藤光佑・川中啓幹、J2 安藤優希・島田千尋
第 14 回全国高校連歌選手権大会（連歌甲子園）
優秀賞
〃
〃
〃
〃
〃

E1(1-3) 原 悠大
M1(1-5) 加納高文
E1(1-3)
E1(1-5)
J1(1-4)
D1(1-3)

日野史敬
田中駿之助
引野 諒
濱田寛巳

第 54 回税に関する高校生の作文
松江税務署長賞 M1(1-1)川上陽大
第 54 回全国高等学校生徒英作文コンテスト
2・3 年の部 How I Would Choose My Career Path
入選
C2 山﨑綾乃
学生ケータイあわ～ど 2015
［11 月 1 日（日） 於：広島工業大学］
ケータイアイデア部門
入選
J4 森 明日香
提案タイトル「神様ゲット」
第 49 回ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト
［9 月 27 日 於：松江市総合文化センター］
シニアの部（高校生）
松江市教育長賞 受賞
C1(1-5)佐川優希
第 10 回龍谷大学ビジネスアイデアコンテスト
入選
J2 村社光誠 「アイロンハンガー」
佳作
J1(1-1)曽田航平 「自動歯磨き粉出し」
島根県民文化祭
短歌の部

入選

J4 田村穂隆

