平成 28 年度 体育部の記録

世界大会の結果
ボート（女子）
Ｕ１９世界ジュニア選手権大会 女子クオドルブル日本代表（宇都宮・松井）15 位
アジアジュニア選手権大会 女子クオドルブル（松井） 金メダル（優勝）
女子シングルスカル（松井） ４位

全国大会の結果
空手道（女子）
全国高校総体 個人形（安藤） 出場

水泳（女子）
全国高校総体 400ｍ個人メドレー（巻幡） 出場
200ｍ個人メドレー（巻幡） 出場
2016 オーロラカップ（シンクロ） デュエット（長野） 3 位
ソロ（長野） 3 位
国民体育大会水泳競技会（シンクロ） デュエット（長野） 出場

卓球（男子）
全国高校総体 シングルス（片上） 出場
全国高校選抜卓球大会 シングルス（西村） 出場

ボート（男子）
全国高校総体 男子舵手付きクオドルプル（越智・田中・木村奨・木村竜・桜田） ２位
国民体育大会 少年男子ダブルスカル（木村奨・木村竜） 4 位
少年男子舵手付クオドルブル（越智・田中） 優勝
全国高校選抜大会 男子ダブルスカル（木村奨・木村竜） ６位
男子シングルスカル（田中） ５位
全日本新人選手権大会 男子ダブルスカル（田中）２位、（木村奨・木村竜）４位、
（宇高）６位

ボート（女子）
全国高校総体 女子ダブルスカル（宇都宮・松井） 優勝
国民体育大会 少年女子舵手付クオドルブル ５位
全国高校選抜大会 女子ダブルスカル（松井・宇都宮） 優勝

女子舵手付クオドルブル １９位
全日本新人選手権大会 女子舵手付クオドルブル（市来・坂口・藤本・白石・和田・小川） ２位
ダブルスカルＡ（黒川莉・山崎） １０位
ダブルスカルＢ（黒川萌・藤本） １１位

陸上競技（女子）
全国高校総体 800ｍ（新宮） 出場

四国大会の結果
空手道（男子）
四国高校総体 個人組手（稲井） 出場
空手道選抜大会四国地区予選会 個人形（藤井） 出場
個人組手（大澤） 出場
団体形 出場

空手道（女子）
四国高校総体 個人形（安藤） ベスト 8

水泳（男子）
四国高校総体 100ｍ背泳ぎ（大河内） 5 位

水泳（女子）
四国高校総体 400ｍ個人メドレー（巻機） 2 位
200ｍ個人メドレー（巻機） 3 位

卓球（男子）
四国高校総体 団体 出場
シングルス（片上） ベスト 8

テニス（男子）
四国高校テニス新人シングルス Championship 大会（近藤） 出場

テニス（女子）
四国高校テニス新人シングルス Championship 大会（小池） ベスト 16
（馬場）本選出場、
（出場）菅

ボート（男子）

四国高校総体 総合優勝
舵手付クオドルブル 優勝
ダブルスカル 3 位
シングルスカル（宇高） 4 位
四国高校新人大会 舵手付クオドルブル 優勝
ダブルスカル 2 位

ボート（女子）
四国高校総体 総合優勝
舵手付クオドルブル 3 位
ダブルスカル（坂口・松井） 優勝、
（白石・宇都宮） 準優勝
シングルスカル（小川） 出場
四国高校新人大会 舵手付クオドルブル 優勝
ダブルスカル 5 位

陸上競技（男子）
四国高校総体 砲丸投（眞鍋） 出場
四国高校新人大会 800ｍ（村上） 5 位
やり投（河上） 15 位

陸上競技（女子）
四国高校総体 800ｍ（新宮） 5 位
1500ｍ（新宮） 7 位
3000ｍ（新宮） 18 位
走高跳（瀬尾） 出場
走幅跳（村上） 出場
砲丸投（田尾） 出場
円盤投（田尾） 7 位

平成 28 年度 文化部の記録

全国大会の結果
海外研究
大阪大学国際公共政策コンファレンス （杉・加藤）優秀賞

吟詠剣詩舞
全国高校総文祭 吟詠剣詩舞部門（正岡・岡田・河合・村上） 出場

コーラス
全国高校総文祭（えひめハイスクールクワイア） 出場

生物
高校生バイオサミット （細菌班：壷内）慶應義塾賞 7 位
（ナベブタムシ班：梶浦）審査員特別賞
坊ちゃん科学賞 （クマムシ班：秋山・瀨川）優良入賞 6 位
（ナベブタムシ班：梶浦・村上）入賞
（プラナリア班：中野・藤本）佳作
日本農芸化学会ジュニア農芸化学会 （クマムシ班：秋山・瀨川・池内・佐伯） 銅賞

美術
高校生国際美術展 美術の部（田中） 佳作

物理
日本学生科学賞 中央審査「水中を落下する球体の研究」
（安部・西村・藤本） 入選３等

放送
ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト 研究発表部門「聞き取りやすい音を目指して」 研究奨励
創作ラジオドラマ部門「世界史の神様」 出場
創作テレビドラマ部門「Mystery Dice」 出場
全国高校総文祭 放送ビデオメッセージ部門「Tanaka～黄色の町おこし旋風～」 文化連盟賞
全国自作視聴覚教材コンクール 高校部門「お供馬の走り込み～600 年の歴史～」 優秀賞 2 位
地方の時代・映像祭 高校部門 「お供馬の走り込み～600 年の歴史～」優秀賞（ベスト 3）
全映協グランプリ映像コンテスト 学生部門「お供馬の走り込み～600 年の歴史～」 優秀賞 2 位
世紀のダ・ヴィンチを探せ！高校生アートコンペティション 放送部門「Are we wrong?」 入選
高校生情報メディア作品コンテスト

サウンド部門「雨宿り同盟」

俳句
伊藤園お～いお茶新俳句大賞 （藤本）佳作特別賞
神奈川大学全国高校生俳句大賞 （藤本）入選

弁論
全国高校総文祭 弁論部門（長野） 文化連盟賞

未来のクリエーター賞（２位）

理科
科学の甲子園 （村上玉・水島・西尾・村上晃・正岡、淺野・瀧脇・本田）出場

英語
全国高等学校英作文コンテスト （斧・竹中）入選

四国大会の結果
海外研究
四国高等学校国際教育生徒研究発表大会 英語意見発表の部（加藤） 優秀賞
近県高等学校英語弁論大会 スピーチの部（村上）優秀賞、
（船端）出場
レシテーションの部（加藤）出場

放送
中四映連映像グランプリ 高校の部「お供馬の走り込み～600 年の歴史～」 優秀賞 2 位
四国コンテンツ映像フェスタ アマチュア一般部門「Let`s 愛ターン」 優秀賞 2 位
アマチュア短編部門「今治迷景ラブストーリー」 優秀賞 1 位

