
部名 月日 大会名 場所 成績
吹奏楽 4/29 第20回定期演奏会 笠岡市民会館

6/9 第63回吹奏楽祭 岡山シンフォニーホール 「CHIDORI's BEST SELECTION」を演奏
8/6 第59回岡山県吹奏楽コンクール 倉敷市民会館 高校Ａ部門予選　銀賞受賞
9/29 第4回おかやまスウィング甲子園 倉敷市民会館 「SingSingSing」「Paradise Has No Border」などを演奏
10/26 たくましい笠岡っ子 笠岡小学校体育館 小学生を対象に楽器体験や打楽器作り、合奏などを企画
11/17 第43回バンドフェスティバル 倉敷市民会館 「鷲の舞うところ」「Mickey Mouse March」を単独演奏
12/21 クリスマスコンサート ケアハウスやすらぎ・くじば苑 吹奏楽と合唱を披露
1/26 第62回高梁川流域高等学校音楽会 笠岡市民会館 「Aladin Medley」を演奏
2/11 第16回ウィンター講習会in笠岡 笠岡市民会館 合同演奏で参加
（５/４） 第2１回定期演奏会 笠岡市民会館 皆様のご来場をお待ちしています

邦楽部 8/6 第43回岡山県高等学校 岡山市立市民文化ホール 優良賞受賞
総合文化祭日本音楽部門

書道部
7/21 第43回岡山県高等学校総合文化祭・

総合開会式
高校生芸術フェスティバル2019

高梁総合文化会館 作品展示（岡本、片山麻、末藤、竹井、小川、高木、花岡、大月）

7/27～31
第43回全国高等学校総合文化祭
書道部門（岡山県代表）

唐津市文化体育館 県代表：河合

8/7～18 第20回高校生国際美術展（書の部） 国立新美術館 奨励賞：久保　　　佳作：桒田、大月、花岡
8/20～25 第25回全日本高校・大学生書道展 大阪市立美術館 優秀賞：花岡　　　準優秀賞：岡本、高木、末藤
8/27,28 第65回岡山県児童生徒書道展 天満屋岡山店葦川会館 岡山県高等学校書道連盟会長賞：高木

特選：大月、岡本、片山麻、采女
佳作：河合、久保、桒田、末藤、竹井、岡﨑真、岡崎凜

11/12～17 第33回岡山県高校生書道展覧会 天神山文化プラザ 作品展示
11/12～17 親しみの書コラボ展 山陽新聞さん太ギャラリー 作品展示（片山麻、高木、岡﨑真）
2/9 笠岡市生涯学習フェスティバル 笠岡市民会館 作品展示

美術部 6/8 高校生美術コンクール 倉敷芸術科学大学 金賞：尾﨑花倫,筒井新太,金本湖乃美
銀賞：坂本倫久,田邊真愛,和田昌憲

倉魂！高校生コミックイラストコンクー
ル２０１９

佳作賞：金本湖乃美

笠岡市生涯学習フェスティバルＰＲポス
ターデザインコンテスト

金賞：金本湖乃美

3/9 第19回高梁川流域高校生絵画展 倉敷市立美術館 特選：尾﨑花倫,坂本倫久
佳作：筒井新太,原田琴音,福尾早織

サイエンス部 11/16 サイエンスチャレンジ岡山 岡山大学 実技競技②生物・地学分野「フィールドワーク in 岡大」
2019兼第9回科学の甲子園 清水記念体育館 45チーム中 第２位（千鳥の七賢）
全国大会岡山県予選 ２チームエントリー「千鳥の七賢」と「チーム千鳥∞」

文芸部 高校生文芸道場おかやま2019 誌部門：秋田和希　優秀賞
11/10 第21回高校生文芸道場中国ブロック大

会
広島県 誌部門：秋田和希　出品

剣道部 4/20.21 中国大会予選 笠岡総合体育館 男子団体　１回戦　対　和気　４－１　〇
　　　　　　　２回戦　対　東商　０－５　×
男子個人　土屋、金平、三宅、津組　二回戦敗退
女子個人　加本、妹尾　初戦敗退

5/11 備中支部剣道大会 玉島の森体育館 男子団体　１回戦　対　笠岡工 3-0 〇
　　　　　　　　２回戦　対　 玉島　　１－２○
　　　　　　　敗者戦　対　笠岡工　１－０〇

男子県大会出場
6/1,2 県総体 笠岡総合体育館 男子個人　土屋、三宅　一回戦敗退

女子個人　加本、妹尾　一回戦敗退
男子団体　一回戦　対　西大寺　０－５　×

8/17 第64回笠岡市 笠岡総合体育館 男子団体　２位（三宅，金平，津組）
青少年柔剣道大会 男子個人　２位：津組，３位：三宅

女子個人　加本，妹尾　初戦敗退
11/2，3 岡山県高校新人大会 津山東体育館 男子個人　三宅，津組　初戦敗退

女子個人　加本，妹尾　初戦敗退
男子団体　１回戦　対　関西　０－５　×
女子団体　１回戦　対　就実　０－５　×

山岳部 4/19～21 県総体登山競技予選会 大山一帯 団体男子6位
5/31～6/2 県総体 毛無山一帯 団体男子6位
6/15～16 スポーツクライミング選手権大会 湯原クライミングセンター 参加

9/13～15 第59回中国高校登山大会岡山県予選 那岐山一帯 団体男子6位（中国大会出場）

10/25～27 第59回中国高校登山大会 島根県・三瓶山一帯 出場
11/16～17 秋季登山大会 備前市伊部大滝山一帯
2/6～8 冬季大会・スキー研修 恩原 参加
3/21 スポーツクライミング選手権大会

サッカー 4/29 県総体地区予選 本校 対　井原　２－０
5/12,13 備西地区総体 山陽寄島他 予選Ｌ　対　笠岡商業　１－０

　　　　　対　笠岡工業　５－０
順位決定Ｔ　　対　金光学園　３－０
　　　　　　　　　対　おかやま山陽　３－１

優勝
5/26 県総体 美作ラグビー・サッカー場 対　備前緑陽　２－０
6/2 就実高校祇園G 対　岡山工業　１－１　PK　３－５

ベスト１６
5/4 高円宮杯県CL１部Aブロック 瀬戸 対　水島工業B　０－０
5/6 高円宮杯県CL１部Aブロック 灘崎 対　玉野光南　０－４
5/19 高円宮杯県CL１部Aブロック 玉野光南 対　学芸館C　０－１
6/16 高円宮杯県CL１部Aブロック 本校 対　山陽B　０－４
6/29 高円宮杯県CL１部Aブロック 寄島 対　倉敷鷲羽　５－２
7/14 高円宮杯県CL１部Aブロック 水島工業 対　瀬戸　４－０

６位でCL１部Bへ
9/16 岡山県高校サッカー選手権 津山東 １回戦　対　倉敷天城　２－０
9/23 水島工業 ２回戦　対　林野　　　　２－０
10/20 就実高校祇園G ３回戦　対　明誠学院　０－１

ベスト１６
8/31 高円宮杯県CL１部Bブロック 本校 対　西大寺　１－１
9/28 高円宮杯県CL１部Bブロック 西大寺 対　瀬戸　８－０
10/5 高円宮杯県CL１部Bブロック 城東 対　城東　１－５
11/4 高円宮杯県CL１部Bブロック 灘崎 対　水島工業B　１－２
11/16 高円宮杯県CL１部Bブロック 水島工業 対　玉野　３－０
11/23 高円宮杯県CL１部Bブロック 玉野光南 対　玉野光南　１－４
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11/30 高円宮杯県CL１部Bブロック 瀬戸 対　津山工業　０－２
６位来季県ＣＬ１部残留

12/15,21,22 新人大会備中予選 青陵、笠岡工業 対　金光　7-1
予選グループ 本校 対　玉商･城南 6-0　　　　対　山陽 2-1

1/11,12 新人大会備中予選 寄島 対　総社南　０－２
順位決定戦

1/26 新人大会　県大会 水島工業 対　津山高専　７－０
2/1 〃 就実高校祇園G 対　龍谷　　　０－１

ベスト１６
ソフトテニス 4/20 春季大会（個人） 福田公園 髙田・今井組　１回戦 １－４(美作)
（男子） 塚村・山下組　１回戦 ０－４(理大附属)

森藤竣・畝山組　１回戦 ３－４(興陽)
4/27,28 県総体備西地区予選（個人） 笠岡総合公園 １１組出場

塚村・山下組　ベスト８（県大会出場）
4/30 県総体備西地区（団体） 笠岡総合公園 １回戦　対　井原　　　　 ３－０

２回戦　対　笠岡工業　   ０－３
6/1 県総体（個人） 福田公園 塚村・山下組　１回戦 ２－４(明誠学院)
6/8 県総体（団体） 福田公園 １回戦　対　岡山　　　　２－１

２回戦　対　倉敷工業　　０－３
8/17～19 高梁川流域大会 福田公園 （個人戦）７組出場

（団体戦）２回戦　対　矢掛　２－１
　　　　　３回戦　対　高梁　０－３

9/21,22 新人戦備西地区予選（個人） 玉島の森 ８組出場
森藤遼・木村組　９位（県大会出場）

11/2 岡山県新人大会（団体） 浦安公園 １回戦　対　岡山学芸館　２－１
２回戦　対　岡山城東　　０－２

11/9 岡山県新人大会（個人） 備前テニスセンター 森藤遼・木村組　１回戦　１－４（明誠学院）
ソフトテニス 4/21 春季大会（個人） 倉敷運動公園 守本・前川組　１回戦　４-１（岡山御津）
（女子） 　　　　　　　２回戦　０-４（高梁）

井上・荻野組　１回戦　３-４（倉敷中央）
森兼・横山組　１回戦　０-４（津山高専）

4/27 県総体備西地区予選（個人） 笠岡総合公園 ６組出場
井上・荻野組　ベスト８（県大会出場）

4/30 県総体備西地区予選（団体） 笠岡総合公園 １回戦　対　玉島 １－２
6/8,9 県総体（団体） 浦安公園 １回戦　対　芳泉　１－２
6/1 県総体（個人） 福田公園 井上・荻野組　１回戦　０－３　（岡山南）
8/17～19 高梁川流域大会 福田公園 （個人戦）　４組出場

（団体戦）　１回戦　対　倉敷商業Ｂ　０－３
9/21 新人戦備西地区予選（個人） 玉島の森 ４組出場

守本・前川組　９位（県大会出場）
11/2 岡山県新人大会（団体） 浦安総合公園 １回戦　対　玉野商工　０－３
11/9 岡山県新人大会（個人） 備前テニスセンター 守本・前川組　１回戦　４－１（美作）

　　　　　　　　　２回戦　１－４（岡山南）
陸上競技部 5/3 県総体備中地区予選 倉敷陸上競技場

5/4 備中支部総体 倉敷陸上競技場 男子110mH　野村　16秒27　２位
男子400mH　野村　1分00秒54　２位
男子円盤投　栗田　34m92　１位

5/24～26 県総体 シティライトスタジアム 男子400m　坂本　50秒11　６位　（中国大会出場）
男子110mH　野村　15秒92　４位　（中国大会出場）
男子円盤投　栗田　34m00　６位　（中国大会出場）

6/13～16 中国高校陸上選手権 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝｽﾎﾟｰﾂ
ﾊﾟｰｸ陸上競技場

男子400m　坂本　49秒81　準決勝
男子110mH　野村　16秒09　予選
男子円盤投　栗田　33m09　19位

7/13・14 国体選手最終選考会 シティライトスタジアム 少年A400mH　野村　1分01秒20　７位
少女B100mH　藤井　16秒78　５位

8/31 高校陸上選手権大会 シティライトスタジアム 男子110mH　野村　15秒99　２位
女子400mH　藤井　1分10秒56　７位

9/21・22 高校新人陸上大会 津山陸上競技場 男子400m　佐原　51秒44　６位
男子110mH　野村　15秒95　２位　（中国新人大会出場）
女子400mH　藤井　1分13秒92　７位

10/26 岡山陸上カーニバル シティライトスタジアム 女子砲丸投　土屋　7m23　８位

12/15 カブトガニ駅伝 笠岡太陽の広場 一般男子　５位（OB・植田・佐原・西村・OB・野村）
一般女子　４位（松浦・小塚・末永・藤井・土屋・宮本）
　　　　　　　　　女子１区区間賞　松浦

12/25～28 U19中四国強化合宿 シティライトスタジアム 男子110mH　野村　参加

1/26 晴れの国岡山駅伝 百間川 笠岡市代表　采女・松浦・宮本
里庄町代表　佐原・土屋

ハンドボール 4/13 県高校春季優勝大会 きびじアリーナ １回戦　対　倉敷青陵　18－22
（男子） 4/28 備中支部高校総体 きびじアリーナ １回戦　対　総社南　20－25

6/7,8 県総体 ジップアリーナ ２回戦　対　岡山朝日　28－15
３回戦　対　倉敷商業　20－19
準々決勝　対　岡山工業　21－25　ベスト８

7/14 夏季大会 津山工業 ３回戦　対　総社南　18－15
準々決勝　対　岡山理大附　12－34　ベスト８

9/22 秋季備中地区大会 総社高校 １回戦　対　倉敷古城池　11－29
11/2,3 岡山県高校新人大会 倉敷商業高校 １回戦　対　玉野光南　25－8

２回線　対　倉敷商業　9－29
12/21,22 第50回岡山県高校 きびじアリーナ ２回戦　対　関西　17－12

ハンドボール選手権 ３回戦　対　倉敷工業　13－20　ベスト１６
ハンドボール 7/13 夏季大会 津山工業 ２回戦　対　高松農業　9－19
(女子) 9/22 秋季備中地区大会 総社高校 １回戦　対　倉敷南　7－29

11/2,3 岡山県高校新人大会 倉敷中央高校 ２回戦　対　倉敷中央　3－37
12/22 第50回岡山県高校 きびじアリーナ ２回戦　対　岡山操山　1－30

ハンドボール選手権
ソフトボール 4/20,21 春季大会 久米南町民運動公園 １回戦　対　新見　10 － 9　笠岡

4/30 備中支部総体 笠岡総合スポーツ公園 雨天のため大会中止
6/1,2 県総体 津山市西部公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ １回戦　対　岡山東商業　21 － 5　笠岡
8/24,25 夏季大会 笠岡総合スポーツ公園 １回戦　対　倉敷商業　13 － 0　笠岡
10/26,27 秋季大会 久米南町民運動公園 １回戦　対　矢掛・笠商･城東　14 －　2　笠岡

卓球 5/1,2 全国・中国高校卓球大会県予選 ジップアリーナ （男子シングルス）橋本　ベスト６４
（シングルス、ダブルス）

6/1 県総体（学校対抗） きびじアリーナ （男子学校対抗）



１回戦　対　就実　1－３　笠岡
２回戦　対　東岡山工業　３ー1　笠岡　ベスト３２
（女子学校対抗）
１回戦　対　真庭×（不戦勝）○笠岡
２回戦　対　岡山操山　３－１　笠岡　ベスト３２

7/14 国体岡山県予選 笠岡総合体育館 （男子シングルス）瀧本　ベスト３２
8/1 岡山県高校夏季大会 ジップアリーナ （２年男子シングルス）瀧本　ベスト３２

（１年男子シングルス）橋本　ベスト１６
（１年女子シングルス）塚村　ベスト３２

8/5 倉敷市長杯争奪 笠岡総合体育館 （男子学校対抗）　ベスト８
（男子シングルス）畑野 ベスト１６　　橋本 ベスト３２
（女子シングルス）亀岡 ベスト１６

8/23,27 岡山県高校秋季大会 ジップアリーナ （男子）予選リーグ
（学校対抗戦） 笠岡総合体育館 　　　　　対　興譲館　１－３　笠岡

　　　　　対　玉島　３－１　笠岡　予選リーグ２位
決勝トーナメント
１回戦　対　理大付　０－３　笠岡
２回戦　対　笠岡工　２－３　笠岡
３回戦　対　総社南　３－２　笠岡　⇒ベスト１６
ベスト１６リーグ戦
　　　　　対　井原　３－１　笠岡
　　　　　対　古城池　０－３　笠岡
　　　　　対　青陵　３－２　笠岡　　⇒ベスト１６下位
（女子）予選リーグ
　　　　　対　総社南　３－１　笠岡
　　　　　対　岡山芳泉　３－１　笠岡
　　　　　対　新見　３－２　笠岡
　　　　　対　総社　３－２　笠岡　予選リーグ５位
決勝トーナメント
１回戦　対　瀬戸　０－３　笠岡
２回戦　対　岡山東商　３－０　笠岡　⇒ベスト３２

9/1 全日本ジュニア選手権 ジップアリーナ （男子シングルス）瀧本　ベスト３２
10/26 岡山県高校卓球新人大会 きびじアリーナ （男子学校対抗）

１回戦　対　倉敷天城（棄権）　笠岡（不戦勝）
２回戦　対　金光学園　３－２　笠岡　⇒ベスト３２
（女子学校対抗）
１回戦　対　玉島　３－２　笠岡

11/23 岡山県高校卓球新人大会 きびじアリーナ （男子シングルス）瀧本　ベスト３２
12/14 岡山県高校卓球新人大会 笠岡総合体育館 （男子ダブルス） 瀧本・畑野，小林・後藤　ベスト３２

バスケットボール 4/20 春季大会 玉島高校 １回戦　対　新見　58－73
（男子） 5/10 県総体備中地区予選 鴨方高校 １回戦　対　玉島商業　50－21

２回戦　対　倉敷天城　27－49
9/21 選抜優勝大会予選 倉敷商業高校 １回戦　対　金光学園　38－82
11/16 新人戦備中地区予選 水島工業高校 1回戦　対　玉島　36－72

バスケットボール 4/20 春季大会 玉島商業高校 １回戦　対  鴨方（不戦勝）
（女子） 4/21 １回戦　対  笠岡商業　28-62

5/10 県総体備中地区予選 笠岡高校 １回戦　対　清心　38-27
5/11 １回戦　対　総社　47-96
9/21 選抜優勝大会予選 倉敷古城池高校 1回戦　対　金光学園　26-67
11/16 新人戦備中地区予選 総社高校 1回戦　対　井原　3１-２４

11/17
2回戦　対　倉敷翠松　10-167
９位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ（１回戦）対　笠岡商業　22-70

バドミントン 4/20,21 春季大会兼 備前市総合運動公園
（男子） 　県シングルス予選会 体育館

5/11,12 県総体西部地区予選 笠岡総合体育館 学校対抗　７位
笠岡商業高校 個人　勝部・笠原組

　　　　秋田・村上組　　 県大会へ
6/1,2,8 県総体 玉島の森体育館 ダブルス　１回戦　勝部・笠原組

　　　　　　 　　　　 秋田・村上組
7/25,26,27 全日本ジュニア岡山県予選 ジップアリーナ シングルス　３回戦　藤川・木村

笠岡総合体育館 　
9/21,22 県秋季大会西部地区予選 総社高校 学校対抗　7位

笠岡高校 ダブルス　　木村・森田組　　県大会へ
11/9,10 県秋季大会 津山東体育館 ダブルス　　１回戦　木村・森田組

バドミントン 4/20,21 春季大会兼 備前市総合運動公園 枝木愛乃ﾍﾞｽﾄ32・竹崎梨乃・天野祐里ﾍﾞｽﾄ64
（女子） 　県シングルス予選会 体育館 （県総体出場資格獲得）

5/11,12 県総体西部地区予選 笠岡総合体育館 学校対抗　2位
笠岡商業高校 個人　　竹崎・枝木組

　  　　　天野・原田組
　　　　　三村・仁科組
　　　　　天野・勝野組
　　　　　中川・原田組　　　　　県大会へ

6/1,2,8 県総体 山陽ふれあい公園 学校対抗　ベスト８
瀬戸町総合運動公園体育館 ダブルス　ベスト32　竹﨑・枝木組

　　　　　　３回戦　　　天野・原田組
　　　　　　２回戦　　　仁科・三村組
　　　　　　１回戦　　　天野・勝野組

備前市総合運動公園 ｼﾝｸﾞﾙｽ　ベスト32　枝木
7/25,26,27 全日本ジュニア岡山県予選 津山総合体育館 ダブルス　ベスト16　枝木・仁科組

笠岡総合体育館 　　　　　　ベスト32　三村・勝野組
           　　　　　　　中川・天野組
シングルス　ベスト32　枝木
　　　　　　　  ベスト64　三村

9/21,22 県秋季大会西部地区予選 きびじアリーナ 学校対抗　２位
笠岡高校 ダブルス　　５位　中川・天野組

　　　　　　　７位　枝木・仁科組
　　　　　　　９位　三村・勝野組
　　　　　　　　　　杉田・定金組　　　県大会へ

11/9,10 県秋季大会 津山総合体育館 学校対抗　ベスト16
ダブルス　ベスト32　中川・天野組
　　　　　　　２回戦　枝木・仁科組　三村・勝野組
　　　　　　　１回戦　杉田・定金組

2/1,2 新人大会 瀬戸町総合運動公園体育館 ダブルスA級　ベスト32　枝木・仁科組
　　　　　　　　  ベスト32　中川・三村組
ダブルスB級　３位　天野・勝野組



バレーボール 4/13,14 第73回春季選手権 鴨方高校 予選リーグ１回戦　対　高梁　２－１
（女子） 備中支部予選会 予選リーグ２回戦　対　笠岡商業　０－２

井原高校北校地 代表決定戦１回戦　対　玉島商業　２－０
代表決定戦２回戦　対　玉島　０－２

4/28 備中地区総体 倉敷翠松高校 １回戦　対　総社南　２－０
２回戦　対　倉敷翠松　０－２

6/2 県総体 笠岡市民体育センター １回戦　対　鴨方　２－０
２回戦　対　総社南　２－０
３回戦　対　倉敷鷲羽　０－２

8/22，23 備中夏季大会 井原市民体育館 １日目　対　玉島商業　０－２
　　　　　対　倉敷古城池　２－０

笠岡総合体育館 ２日目　対　新見　２－１
　　　　　対　倉敷鷲羽　２－０

11/9 岡山県高校バレーボール選手権大会 笠岡市民体育センター ２回戦　対　倉敷青陵　０－２
12/21,22 備中支部新人大会 玉島商業高校 12/21　対　倉敷中央　０－２

　　　　　対　玉島商業　０－２
井原高校北校地 12/22　対　総社南　２－０

　　　　　対　井原　２－０　　県大会出場
1/18 岡山県新人大会 岡山一宮高校 １回戦　対　山陽女子　０－２

バレーボール 4/13,14 第73回春季選手権 笠岡商業高校(1日目) 4/13　　対　水島工業　 　１－２
（男子） 備中支部予選会 笠岡商業高校(2日目) 　　　　  対　高梁城南　２－０

4/14　　対　笠岡商業 　　２－０
4/20 第73回春季選手権 津山工業高校 １回戦　対　岡山一宮　２－０

２回戦　対　玉野光南　０－２
4/28 備西地区総体 金光学園高校 １回戦　対　井原　０－２　　初戦敗退
6/2 県総体 水島工業高校 １回戦　対　岡山芳泉　０－２　　初戦敗退
8/22,23 備中夏季大会 笠岡総合体育館(１日目) 対倉敷工業　０－２

対総社南　２－０
井原市民体育館(２日目) 対倉敷工業　０－２

11/2 岡山県高校バレーボール選手権大会 岡山朝日高校 １回戦　対　岡山白陵　２－０
２回戦　対　倉敷工業　０－２

12/21, 22 新人大会備中支部大会 倉敷南高校(１日目) 12/21　対　金光学園　０－２
　　　 　対　倉敷天城　２－０

倉敷南高校(２日目) 12/22　対　笠岡工業　２－０
1/19 岡山県新人大会 関西高校 1/18　対　高梁城南　0－2


