
部名 月日 大会名（正式名称） 場所 成績
吹奏楽 5/3 第22回定期演奏会（中止） 笠岡市民会館

9/19 第５回おかやまスウィング甲子園（中止） 倉敷市民会館
11/20 笠岡市戦没者追悼式 笠岡市民会館 国家や追悼演奏で「千の風になって」などを演奏

12/26 第５３回岡山県アンサンブルコンテスト ケアハウスやすらぎ・くじば苑 フルート三重奏：銀賞
サックス三重奏：銀賞

2/5 第6４回高梁川流域高等学校音楽会 笠岡市民会館 「鷲の舞うところ」「フィンガー５メドレー」を演奏
書道部 8/4～15 第２２回高校生国際美術展 国立新美術館 奨励賞：岡崎凜菜

佳作：大本、藤井、大津

8/13 東京２０２０パラリンピック聖火フェスティバルIN笠岡 笠岡総合体育館 書道パフォーマンス

8/17～22 第26回全日本高校・大学生書道展 大阪市立美術館 準優秀賞：岡崎凜、谷本

8/25,26 第67回岡山県児童生徒書道展 天満屋岡山店葦川会館 岡山市長賞：岡﨑真弥

8/26,27 特選：岡崎凜、藤井

佳作：谷本、友國、片山、大本、三宅、吉田、柳田、大津、水野、枝木

11/22～28 第35回岡山県高校生書道展覧会 天神山文化プラザ 作品展示

1/24 第16回全国高校生〈書道〉S-１グランプリ 作品出品

２月 第44回ふれあい書道展 広島県安芸郡熊野町 作品出品

美術部 6/12 令和３年度岡山県高校生美術コンクール 倉敷芸術科学大学 銀賞・福田心夏、内田妃莉
6/25 第５０回高校生デザイン・マンガコンクール 入賞：金光七穂
7月 イラストボランティア 笠岡市社会福祉協議会 作品出品（本城、金光、神田、平井）
1/4 第１０回吉備国際大学アニメーション文化学部｢高校生イラストコンテスト｣ 吉備国際大学 総長賞：渡邊希美　奨励賞：金光七穂

サイエンス部 4/6 「マリンチャレンジプログラム2021」採択決定 書類・プレゼン審査 中国・四国地方大会出場権獲得（以降オンライン面談5回実施）

7/10 笠岡市連携事業「たくましい笠岡っ子」開催　サイエンス部員講師 笠岡高校生物教室 本校生徒11人　市内小学生20名
8/12 「マリンチャレンジプログラム2021」地方大会出場 オンラインによる参加

8/21 「令和３年度つなげ！生物多様性高校生チャレンジシップ」出場　 オンラインによる参加 審査員特別賞受賞（1年次チーム）
12/19 「瀬戸内海　海ごみフォーラムin おかやま」　参加 さん太ホール 事例報告（2年次）パネル発表（1年次）
1/23 「サイエンスキャッスル2021」中四国大会出場 中国銀行本店　大ホール 3月20日に延期
3/20 おかやま環境ネットワーク　笠岡大会出場　　予定 笠岡市ギャラクシーホール ppt発表・パネラー参加
3/26 高校生ちきゅうワークショップ２０２２参加　予定 オンラインによる参加 活動報告、ディスカッション

ボランティア部 5/8 カブトガニ保護啓発運動 カブトガニ繁殖地周辺 ２人参加
8/2 「カラフルスライムを作ろう」（笠岡公民館主催講座） 笠岡公民館 ６人参加
8/13 東京2020パラリンピック聖火フェスティバル 笠岡総合体育館 16名参加

剣道部 4/24.25 中国大会予選 岡山市総合文化体育館 男子個人　島本　清水　二回戦敗退
　　　　　　　津組　金子　初戦敗退
女子個人　山部　尾﨑　初戦敗退
男子団体　1回戦　対　倉敷天城　４－１　〇
　　　　　　  2回戦　対　玉島　０－５　×

5/8 備中支部剣道大会 倉敷商業高校 男子団体　1回戦　対　倉敷南　０－２　×
　　　　　　　敗者復活戦　対　総社南　４－１　○

6/5.6 県総体 笠岡総合体育館 男子個人　島本　二回戦敗退　津組　初戦敗退
女子個人　山部　尾﨑　初戦敗退
男子団体　1回戦　対　岡山東商業　１－４　×

11/6.7 岡山県高校新人大会 津山総合体育館 男子個人　島本　金子　二回戦敗退
女子個人　尾﨑　二回戦敗退　山部　初戦敗退
男子団体　１回戦　対　玉野光南　０－３　×

山岳部 4/24～25 県総体登山競技予選会 蒜山一帯 オープン参加
6/4～6/5 県総体 那岐山一帯 団体男子第6位
9/18～19 第61回中国高校登山大会岡山県予選 那岐山一帯 不出場
11/21 秋季登山大会 備前市伊部大滝山一帯 出場

サッカー 令和３年度岡山県高等学校総合体育大会サッカー競技備中地区予選会 代表決定戦　　対おかやま山陽　０－３
令和３年度岡山県高等学校備中支部総合体育大会サカー競技（備西地区） 予選リーグ　　対　笠岡工業　４－１

決勝Ｔ準決勝　　対　金光学園　２－１　
決勝Ｔ決勝　　　 対　おかやま山陽　１－３
結果　第２位

高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2021　岡山県チャレンジリーグ　１st　 第１節　　対　山陽学園　　０－４
高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2021　岡山県チャレンジリーグ　１st　 第２節　　対　倉敷Ｂ　　　　１－１
高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2021　岡山県チャレンジリーグ　１st　 第３節　　対　岡山工業Ｂ　１－１
高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2021　岡山県チャレンジリーグ　１st　 第４節　　対　倉敷南　　　　１－３
高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2021　岡山県チャレンジリーグ　１st　 第５節　　対　倉敷翠松Ｂ　０－１
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9/12 岡山県高校サッカー選手権１次トーナメント おかやま山陽寄島 １回戦　対　倉敷鷲羽　１－０
9/19 岡山県高校サッカー選手権１次トーナメント 津山東 ２回戦　対　津山　２－１
9/26 岡山県高校サッカー選手権１次トーナメント 倉敷古城池 ３回戦　対　津山工業　１－０
10/16 岡山県高校サッカー選手権決勝トーナメント 岡山学芸館Ｇ ４回戦　対　作陽　０－９　　　　ベスト１６
10/24 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2021　岡山県チャレンジリーグ　2nd　 笠岡 対　瀬戸　１－２
10/31 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2021　岡山県チャレンジリーグ　2nd　 矢掛 対　総社　１－２
11/3 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2021　岡山県チャレンジリーグ　2nd　 倉敷南 対　矢掛　４－１
11/7 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2021　岡山県チャレンジリーグ　2nd　 瀬戸 対　倉敷南　０－２
11/13 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2021　岡山県チャレンジリーグ　2nd　 倉敷天城 対　倉敷天城　　１－０

３位来季県ＣＬ２部
12/18 新人大会備中予選2回戦 おかやま山陽寄島 対　倉敷南　０-１
1/8 新人大会備中予選代表決定戦 おかやま山陽寄島 対　総社南　２－２　１PK４

予選敗退
ソフトテニス 4/17 令和３年度岡山県春季高等学校ソフトテニス選手権大会（ダブルス） 倉敷運動公園、福田公園 ３組出場
（男子） 4/24,25 全日本・中国高等学校ソフトテニス選手権大会（個人）地区予選会 笠岡総合運動公園 ９組出場

３位　森藤・木村ペア
４位　森山・西山ペア
１０位　櫛田・塚原ペア
（上記３組が県大会出場）

5/1 令和３年度備中支部高等学校総合体育大会ソフトテニス競技の部備西地区対抗大会 笠岡総合運動公園 １部トーナメント
１回戦　笠岡　対　玉島商業　１－２
２部トーナメント
優勝　笠岡Ｂ

6/5 第６０回岡山県高等学校総合体育大会（個人） 福田公園 １回戦敗退
森山・西山ペア
櫛田・塚原ペア
２回戦敗退
森藤・木村ペア

6/12,13 第６０回岡山県高等学校総合体育大会（団体） 浦安総合公園 １回戦　笠岡　対　岡山学芸館　０－３
8/2,3 第４２回岡山県高校ソフトテニス交流大会 備前テニスコート １チーム出場

ソフトテニス 4/17 令和3年度岡山県春季高等学校ソフトテニス選手権大会（ダブルス） 水島緑地福田 ３組出場
（女子） 公園テニスコート

4/24,25 全日本・中国高等学校ソフトテニス選手権大会（個人）地区予選会 笠岡総合運動公園 ５組出場
５位　塩飽・竹井ペア
（上記１組が県大会出場）

5/1 令和３年度備中支部高等学校総合体育大会ソフトテニス競技の部備西地区対抗大会 笠岡総合運動公園 １部トーナメント
第３位
１回戦　対　金光学園　不戦勝
２回戦　対　玉島商業　敗退
２部トーナメント
２回戦敗退

6/5 第６０回岡山県高等学校総合体育大会（個人） 水島緑地福田 １回戦敗退
公園テニスコート 塩飽・竹井ペア

6/12 第６０回岡山県高等学校総合体育大会（団体） 浦安総合公園 １回戦　　対　倉敷青陵　０－３
8/21,22 第５１回高梁川流域高等学校対抗ソフトテニス大会 水島緑地福田 新型コロナウイルス感染防止のため中止

公園テニスコート

9/18,19 岡山県高等学校新人ソフトテニス大会（ダブルス）地区予選会 玉島の森テニスコート ３組出場
７位　三谷・竹井ペア
13位　金平・浅野ペア
（上記２組が県大会出場）

11/6 令和３年度　岡山県高等学校新人ソフトテニス大会（団体） 浦安総合公園 １回戦　対　津山　０－３
11/13,14 令和３年度　岡山県高等学校新人ソフトテニス大会（ダブルス） 水島緑地福田 ２組出場

公園テニスコート ３回戦進出　三谷・竹井ペア
陸上競技部 5/3 県総体備中地区予選 倉敷陸上競技場 １４名出場

5/4 備中支部総体 倉敷陸上競技場 １６名出場
男子３０００ｍSC　原田　11分20秒09　２位
女子１５００ｍ　　　松浦　 5分16秒77　２位
女子やり投　　　　藤井　23m28　　　　３位

5/28～30 岡山県高校総体 シティライトスタジアム 15名出場
女子７種競技　藤井　４位　中国大会出場
女子７種競技　秋田　７位

6/17～20 中国高校陸上選手権 みらいふスタジア
ム

女子７種競技　藤井　８位

7/10・11 国民体育大会岡山県代表選手最終選考会 シティライトスタジアム ４名出場
少年男子Ｂ砲丸投　吉岡　６位

8/28・20 高校陸上選手権大会 シティライトスタジアム ９名出場
男子８００ｍ　原田　2分01秒49　６位
男子やり投　岡堂　46m42　４位

9/18・19 高校新人陸上大会 津山陸上競技場 ９名出場
男子円盤投　吉岡　24m76　８位
男子やり投　岡堂　47m37　４位

10/23・24 岡山陸上カーニバル シティライトスタジアム ８名出場
男子８００ｍ　原田　2分04秒18　６位

10/30・31 笠岡混成競技記録会 笠岡陸上競技場 ３名出場

ソフトボール 4/18 春季大会 建部町総合スポーツセンター １回戦　倉敷中央　15　-　0　笠岡
4/29 備中支部総体 天草公園野球場 雨天中止
6/5 県総体 久米南町民運動公園 １回戦　対　美作　16 － 0　笠岡
8/28,29 夏季大会 笠岡総合スポーツ公園 新型コロナウイルス感染症のため中止
10/23 秋季大会 久米南町民運動公園 １回戦　対　岡山城東　11 －　0　笠岡



卓球 5/1,2 県総体(シングルス・ダブルス) ジップアリーナ （男女とも）ベスト３２以上なし
6/5 県総体（学校対抗） きびじアリーナ （男子）１回戦　高松農業　０－３　笠岡

　　　 　 ２回戦　東岡山工業　３－２　笠岡 ⇒ベスト３２

（女子）１回戦　津山　１－３　笠岡
　　　 　２回戦　就実　３－０　笠岡 ⇒ベスト１６

7/19 国体予選（シングルス） （男女とも）ベスト３２以上なし
8/4 学年別大会（シングルス） ジップアリーナ （1年男子）沖久禅那　ベスト３２

（1年女子）末藤佳奈　ベスト３２
（2年男子）多賀伊吹　ベスト３２
（2年女子）ベスト32以上なし

8/19,20 秋季大会（学校対抗） ジップアリーナ （男子）２回戦　津山　３－０　笠岡 ⇒ベスト３２
（女子）１回戦　津山　０－３　笠岡
　　　 　２回戦　岡山東商　３－０　笠岡 ⇒ベスト１６

10/30,31 新人大会（学校対抗） きびじアリーナ （男子）１回戦　高梁　０－３　笠岡
　　　 　２回戦　総社　３－０　笠岡 ⇒ベスト３２
（女子）２回戦　倉敷古城池　０－３　笠岡
　　　 　２回戦　玉野光南　３－０　笠岡 ⇒ベスト１６

10/31,11/3 全日本ジュニア選手権県予選（シングルス） ジップアリーナ （男女とも）ベスト３２以上なし
12/12 新人大会（ダブルス） 笠岡総合体育館 （男子）沖久・仁科　ベスト３２

（女子）ベスト３２以上なし
12/27 新人大会（シングルス） きびじアリーナ （男女とも）ベスト３２以上なし
1/10 選抜大会県予選会（シングルス） ジップアリーナ （男子）ベスト３２以上なし

（女子）末藤佳奈　ベスト３２
バスケットボール 4/25 春季大会備中地区チャレンジトーナメント 高梁高校 1回戦　対　高梁　53-42

2回戦　対　おかやま山陽　49-37
（男子） 5/8,9 県総体代備中地区予選 笠岡高校 １回戦　対　総社南　62－49　

２回戦　対　倉敷天城 28－83
9/18 選抜優勝大会予選 倉敷天城高校 １回戦　対　倉敷天城　32－77
11/20 新人戦備中地区予選 水島工業高校 1回戦　対　倉敷鷲羽　45－62

バスケットボール 4/25 春季大会備中地区チャレンジトーナメント 倉敷南高校 １回戦　対  総社南　56-47
（女子） ２回戦　対  龍谷　42-58

5/8 県総体代備中地区予選 笠岡高校 １回戦　対　笠岡商業　52-68

9/19 選抜優勝大会予選 古城池高校 1回戦　対　倉敷南　31-39
11/20 新人戦備中地区予選 総社高校 1回戦　対　総社南　48-67

総社高校 9位・10位トーナメント１回戦　対　井原　51-35
倉敷南高校 9位・10位トーナメント２回戦　対　新見　66-86

バドミントン 4/17,18 令和3年度岡山県高等学校バドミントン競技春季大会
（男子） 　県シングルス予選会 岡山市総合文化体育館 出場

5/8,9 令和3年度岡山県高等学校総合体育大会バドミントン競技備中支部西部地区予選会
笠岡工業高校
2日目中止

団体：1回戦　対　総社　1-3
　　　　2回戦　対　矢掛　3-1
　　　　3回戦　対　新見　1-3
県大会進出
個人：（川上・森田）（藤川・金光）
　　　　（伊達・八幡）（浅井・塚本）
県大会出場

　県団体・ダブルス予選会

6/5,6 第60回岡山県高等学校総合体育大会バドミントン競技会 水島緑地福田公園体育館
団体：1回戦　対　玉島　3-0
　　　　2回戦　対　倉敷工業　0-3

水島体育館
個人：（藤川・金光）（伊達・八幡）
　　　　（浅井・塚本）　1回戦敗退
　　　　（川上・森田）　2回戦敗退

7/28,29,30 全日本ジュニア岡山県予選 出場

10/2,3 県秋季大会西部地区予選 笠岡工業高校

団体　3位　県大会出場
　1回戦　対　総社南　3-1
　2回戦　対　山陽　0-3
　3回戦　対　新見　3-2
個人　県大会出場
（藤川・赤木）第5位
（金光・乘藤）第12位

バドミントン 4/17,18 令和3年度岡山県高等学校バドミントン競技春季大会

（女子） 　県シングルス予選会
笠岡総合体育館
岡山市総合文化
体育館

ベスト32　3年　勝野
ベスト64　3年　天野
県大会出場

5/8,9 令和3年度岡山県高等学校総合体育大会バドミントン競技備中支部西部地区予選会
笠岡商業高校
2日目中止

団体：1回戦　対　新見
　　　　2回戦　対　井原　0-3
　　　　3回戦　対
県大会出場
個人：（勝野・天野）（黒住・渡邉）
　　　　（塩飽・田井）
県大会出場

6/5,6 第60回岡山県高等学校総合体育大会バドミントン競技会 瀬戸町総合運動公園体育館

団体：1回戦　対　城東高校　0-3
個人D：（黒住・渡邉）（塩飽・田井）
　　　　　2回戦敗退
　　　　　（勝野・天野）　3回戦敗退

7/28,29,30 全日本ジュニア岡山県予選 出場

団体：２位　県大会出場
　1回戦
　2回戦　対　総　 社　3-0
　3回戦　対　総社南　3-1
  決　勝  対　笠　 商  0-3
個人D：第5位　塩飽・田井　　第7位　黒住・渡
邉
　　　　　ベスト16　洲本・賀門　　　　県大会へ

11/13,14 令和3年度岡山県高等学校バドミントン競技秋季大会 学校対抗　ベスト８
ダブルス　ベスト32　塩飽・田井　黒住・渡邉

津山総合体育館

笠岡商業高校県秋季大会西部地区予選10/2,3



バレーボール 4/10,11 第75回岡山県高等学校春季バレーボール選手権大会備中支部予選会 笠岡商業高校 4/10　対　倉敷商業　０－２
（女子） 　　　　対　玉島商業　０－２

笠岡龍谷高校 4/11　対　倉敷天城　１－２
4/29 令和３年度備中支部高等学校総合体育大会（バレーボール競技） 新型コロナウイルス感染防止のため中止
6/5 令和３年度全国高等学校総合体育大会（バレーボール競技）岡山県予選会 総社高校体育館 対　岡山一宮　０－２
８月 新型コロナウイルス感染防止のため中止
11/6,7 第74回全日本バレーボール高等学校選手権大会岡山県予選会 笠岡市民体育センター 11/6　対　津山商業　２－０

11/7　対　笠岡商業　０－２
12/18,19 令和３年度岡山県高等学校男女バレーボール新人大会備中支部予選会 高梁市民体育館 12/18　対　総社　２－０

　　　　　対　倉敷翠松　０－２
水島体育館 12/19　対　倉敷古城池　１－２

　　　　　対　倉敷南　２－０　　
1/15 令和３年度岡山県高等学校男女バレーボール新人大会 岡山市総合文化体育館 対　西大寺　０－２


