
部活動の主な成績（令和元年度・令和２年度・令和３年度） 

《陸上競技部》 

  令和元年度  中国高校陸上競技大会   男子５０００ＭＷ      出場 

                      女子走幅跳         出場 

         中国高校新人陸上競技大会 男子５０００ＭＷ      優勝 

                      女子走幅跳         ８位 

                      女子三段跳         ５位 

令和２年度  中国高校新人陸上競技大会（リモート大会） 女子走幅跳 ３位  

              女子三段跳 優勝 

      全国高校陸上競技大会 2020兼 U20全国陸上競技大会    出場 

      文部科学大臣 特別賞 ／ スポーツ庁長官 特別賞 

  令和３年度  中国高等学校陸上競技選手権大会  男子５０００ｍ競歩 ３位  

女子三段跳      ７位  

全国高等学校総合体育大会陸上競技大会(インターハイ) 

                          男子５０００ｍ競歩 決勝出場 

中国高等学校新人陸上競技対抗選手権大会  

男子８００ｍ    ８位  

                 男子５０００ｍ競歩 優勝 

         島根県高等学校体育連盟優秀選手賞 

 

《女子硬式野球部》 

  令和元年度  全国高等学校女子硬式野球選手権大会 出場 

  令和２年度  女子硬式野球西日本大会 予選リーグ 島根中央 ４－１ 蒼開高校（兵庫） 

 島根中央 ４－３ 秀岳館高校（熊本） 

                     決勝Ｔ   島根中央 ０－９ ＭＳＨ専門学校（広島） 

第 22回全国高等学校女子硬式野球選抜大会  

１回戦     島根中央 ７－０ 駒沢女子（東京） 

２回戦     島根中央 １―４ 京都明徳（京都） 

  令和３年度  全国高等学校女子硬式野球選手権大会 出場 

女子硬式野球西日本大会 予選リーグ 島根中央 ７－３ 福知山成美（兵庫） 

 島根中央 ５－８ 京都外大西（京都） 

                     ２位Ｔ   島根中央 ０－７ 岡山学芸館（岡山） 

《カヌー部》 

  令和元年度 

海外派遣選考会（兵庫） 男子カヤックシングル２００ｍ         ５位 

男子カヤックシングル５００ｍ Ｕ１７決勝   ４位 

男子カヤックシングル５００ｍ  Ｕ１６決勝    ２位 

男子カヤックシングル１０００ｍ        ３位 

男子カヤックペア１０００ｍ          ２位 

女子カヤックシングル１０００ｍＵ１６    ３位 



２０１９アジアパシフィックカヌースプリント大会（５月）ニュージーランド 

男子カヤックペア           優勝       男子カヤックシングル       ３位 

カヤックリレー（ミックス） ３位       カヤックフォア（ミックス） ２位 

 

金メダル：１個 銀メダル：１個 銅メダル：２個 

中国高校選手権大会（美郷町） 

男子カヤックシングル５００ｍ   １位・２位･４位･５位  

男子カナディアンシングル５００ｍ ４位   

女子カヤックシングル５００ｍ    ３位  

男子カヤックペア５００ｍ      １位 ・２位  

男子カヤックフォア５００ｍ     １位  

         全国高校総体（鹿児島）男子カヤックシングル５００ｍ    ７位  

男子カヤックフォア５００ｍ     ２位  

         日本ジュニア（山梨） 男子カヤックシングル  ５００ｍ  ５位 

                    男子カヤックペア    ５００ｍ  ６位 

                    男子カヤックフォア   ５００ｍ  ４位 

                    男子カナディアンペア  ５００ｍ  ７位 

                    女子カヤックフォア   ５００ｍ  ９位 

                    男子カヤックシングル  ２００ｍ  ４位 

                    男子カヤックペア    ２００ｍ  ３位･４位 

                    男子カヤックフォア   ２００ｍ  ２位･５位･９位 

                    男子カナディアンペア  ２００ｍ  ９位 

                    女子カヤックフォア   ２００ｍ  ７位 

日本ジュニア（石川） 男子カヤックシングル ２００ｍ   ２位 

         国民体育大会（茨城） 男子カヤックシングル  ５００ｍ  ５位 

                    男子カヤックシングル  ２００ｍ  ５位 

男子カヤックペア    ５００ｍ  ３位 

男子カヤックペア    ２００ｍ  ２位 

男子カヤックフォア   ５００ｍ  ６位 

男子カヤックフォア   ２００ｍ  ５位 

令和２年度    日本ジュニア（石川） 男子カヤックシングル  ２００ｍ  ２位・３位 

              男子カヤックシングル  ５００ｍ  ３位・４位・５位 

                    男子カヤックシングル １０００ｍ  ３位 

       女子カヤックシングル  ２００ｍ  ５位 

            女子カヤックシングル  ５００ｍ  ６位 

中国高校新人（山口） 男子カヤックシングル   ２００ｍ   優勝・２位・３位 

                    男子カナディアンシングル ２００ｍ ５位 

                    女子カヤックシングル  ２００ｍ  優勝・４位・５位 

      文部科学大臣 特別賞   ／ スポーツ庁長官 特別賞 

      島根県スポーツ功労者表彰 ／ 山陰中央新報スポーツ優秀選手賞 

 

 



令和３年度    中国高等学校カヌースプリント選手権大会 

男子カヤックシングル   ５００ｍ   優勝・２位・３位 

                     男子カヤックペア    ５００ｍ  優勝  

                                     男子カヤックフォア   ５００ｍ  優勝  

                                      男子カナディアンシングル ５００ｍ ６位 

男子カナディアンペア  ５００ｍ ２位  

女子カヤックシングル    ５００ｍ  ２位・５位  

                     女子カヤックペア       ５００ｍ ２位  

                     女子カヤックフォア     ５００ｍ 優勝  

全国高等学校総合体育大会カヌー競技（インターハイ） 

                    男子カヤックシングル  ２００ｍ ５位 

５００ｍ ４位   

                    男子カヤックペア    ２００ｍ ２位 

                                ５００ｍ ２位 

                    男子カヤックフォア   ２００ｍ 優勝 

                                ５００ｍ ２位 

女子カヤックフォア   ２００ｍ ３位 

５００ｍ ２位  

ICFジュニアカヌースプリント世界選手権大会 

                    U18男子カヤックペア  ５００ｍ １５位 

                     U18男子カヤックフォア ５００ｍ 準決勝５位 

中国高等学校新人カヌースプリント選手権大会 

男子カヤックシングル   ５００ｍ １位・３位・５位    

                    男子カヤックペア     ５００ｍ １位・２位・３位 

                    男子カナディアンシングル ５００ｍ ３位・４位  

男子カナディアンペア  ５００ｍ １位・５位  

女子カヤックシングル   ５００ｍ ３位・４位  

                     女子カヤックペア       ５００ｍ ２位  

                   島根県スポーツ功労者表彰 ／ 島根県高等学校体育連盟特別優秀選手賞 

          島根県高等学校体育連盟優秀選手賞 ／ 島根県体育協会優秀チーム表彰 

          山陰中央新報スポーツ優秀選手賞 ／ 岸清一地域スポーツ表彰 

《剣道部》 

  令和３年度  中国高等学校剣道選手権大会       女子個人２名   出場 

 

《吹奏楽部》 

  令和元年度  日本管楽合奏コンテスト全国大会［高校Ａの部］ 優秀賞 

全日本吹奏楽コンクール島根県大会[高校Ａの部] 銀賞 

         全日本アンサンブルコンテスト島根県大会 クラリネット３重奏 金賞 

                             金管６重奏     銀賞 



  令和２年度  全日本アンサンブルコンテスト島根県大会 打楽器三重奏    金賞 

    令和３年度  全日本吹奏楽コンクール中国大会        金賞 

         全日本アンサンブルコンテスト島根県大会    銀賞 

 

《自然科学部》 

  令和元年度  県高文連自然科学部門研究発表 優秀賞 

  令和２年度  県高文連自然科学部門研究発表 優良賞 

《写真部》 

  令和元年度  島根県高等学校写真展  １・２年の部 第４席 

  令和２年度  ＷＥＢ ＳＯＵＢＵＮ（全国高校総合文化祭）出品 

  令和３年度  島根県高等学校写真展  １・２年の部 第２席 

 

《美術部》 

  令和元年度  高校美術展 入選（絵画部門、デザイン部門） 

  令和２年度  高校美術展 入選（絵画部門、デザイン部門） 

         読書感想画コンクール 優秀賞 

  令和３年度  高校美術展 入選（絵画部門、デザイン部門） 

 

 


