
部名 月日 大会名（正式名称） 場所 成績
英語部 9/24 第15回岡山県高等学校スピーチコンテスト兼第15回全国高等学校英語スピーチコンテスト岡山県予選 岡山県立朝日高等学校 1名参加
吹奏楽 5/5 岡山県立笠岡高等学校創立120周年記念　第23回吹奏楽部定期演奏会 笠岡市民会館

8/3 第63回岡山県吹奏楽コンクール　高等学校Ａ部門予選大会 岡山シンフォニーホール （出場辞退）

12/26 第５３回岡山県アンサンブルコンテスト くらしき作陽大学 トランペット三重奏：銀賞
サックス四重奏：銀賞

1/21 第66回高梁川流域高等学校音楽会ジョイフルコンサート 笠岡市民会館 演奏

邦楽部 11/3 第46回岡山県高等学校総合文化祭日本音楽部門（第36回岡山県高等学校邦楽演奏会） 岡山市立市民文化ホール 優良賞

書道部 7/31～8/4 第46回全国高等学校総合文化祭 東京大会　書道部門 東京都美術館 県代表：藤井心瑚
8/10～21 第23回高校生国際美術展 国立新美術館 奨励賞：柳田

佳作：大本、藤井、三宅、吉田、水野、𠮷岡、安田

8/23～28 第27回全日本高校・大学生書道展 兵庫県民会館 準優秀賞：大本、水野

8/24,25 第68回岡山県児童生徒書道展 天満屋岡山店葦川会館 書道連盟会長賞：藤井心瑚

特選：吉田、水野、佐藤、井本
佳作：三宅、大本、垣内、西本、大津、𠮷岡、髙橋、柳田、瀬尾、松枝、服部、枝木

10/2 備後福山秋の陣・日本酒まつり 福山城天守前広場 書道パフォーマンス披露

11/22～27 第36回岡山県高校生書道展覧会 天神山文化プラザ 作品展示

2月 第46回ふれあい書道展 広島県安芸郡熊野町 作品出品

美術部 6/4 令和4年度岡山県高校生美術コンクール 倉敷芸術科学大学 金賞：藤谷朋香　　銀賞：三宅菜央、小宮山姫聖、馬屋原涼葉

8月 笠岡市イラストボランティア 笠岡市社会福祉協議会 作品出品(大景、金光、神田、馬屋原、渡邊)

サイエンス部 5./21 生物系三学会中四国地区合同大会2022年島根大会出場 オンライン ２年生チーム・３年生チーム　各１
8/27 学芸員チャレンジ（汽水域の干潟調査） 笠岡市横島 14名参加
9/24 学芸員チャレンジ（調査まとめポスター作り：学芸員来校） 生物第２実験室 博物館ポスター2作品展示
2022/9/26～ THKものづくり探究教材取り組み「捨てたくなるごみ箱」開発取り組み 生物第２実験室
10/22 笠岡市立神内小学校ワークショップ開催 生物第２実験室 小学生9人引率教員3人部員13人顧問2人
11/5 岡山県海ごみセミナー「学んで実践！！瀬戸内ゴミ０作戦」出場 イオンモール岡山
12/26 第8回全国ユース環境活動発表会中国大会出場 ＴＫＰガーデンシティ広島駅前大橋 審査員特別賞受賞

ボランティア部 5/28 「カブトガニ繁殖地」ないでの保護啓発運動 笠岡市 10人参加
5/29 しろやまであそぼう 古城山公園 10人参加
6/19 かさおかの市 笠岡市 4人参加

剣道部 4/9 第77回国民体育大会剣道競技岡山県予選会 岡山県総合体育館ジップアリーナ岡山 男子個人　島本　三回戦敗退
　　　　　　　金子　初戦敗退

4/23.24 第68回中国高等学校剣道選手権大会岡山県予選会 岡山市総合文化体育館 男子個人　島本　三回戦敗退
　　　　　　　金子　清水　二回戦敗退
　　　　　　　原田　初戦敗退
女子個人　山部　尾﨑　初戦敗退
男子団体　1回戦　対　東岡工　３－１　〇
　　　　　　  2回戦　対　西大寺　０－５　×

6/4.5 第61回岡山県高等学校総合体育大会剣道大会 笠岡総合体育館 男子個人　島本　清水　初戦敗退
女子個人　山部　尾﨑　初戦敗退
男子団体　1回戦　対　勝間田　4－1　〇
男子団体　2回戦　対　岡山東商業　１－４　×

7/9 令和4年度岡山県剣道段別選手権大会 宮本武蔵顕彰武蔵武道館 男子2段　金子　原田　初戦敗退
8/6 第67回笠岡市青少年柔剣道大会 笠岡総合体育館 剣道高校生男子個人　島本　優勝　　根岸　3位

剣道高校生女子個人　山部　尾崎　2位
高校生団体　金子・原田　3位

11/5.6 令和4年度岡山県高等学校新人剣道大会 津山東体育館 男子団体　１回戦　対　岡山東商業　０－4　×
男子個人　金子　二回戦敗退　根岸　初戦敗退

山岳部 4/23～24 令和4年度岡山県総合体育大会登山競技予選会 蒜山一帯 大会男子　出場
6/4～5 令和4年度岡山県総合体育大会登山競技 毛無山一帯 大会男子　出場
9/17～18 第62回中国高等学校登山大会岡山県予選会 那岐山一帯 大会男子　出場
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サッカー 5/7.8 令和４年度岡山県高等学校備中支部総合体育大会サッカー競技（備西地区） 寄島三ッ山Ｇ 予選リーグ　　対　玉島商業　１－１
　　　　　　　　　対　玉島　０－１
２位リーグ　　対　岡山龍谷　３－０　
　　　　　　　　　対　笠岡商業　０－０
結果　第４位

5/14 令和4年度岡山県高等学校総合体育大会サッカー競技　１回戦 備前緑陽高校 対　岡山　       ５－０
5/15 令和4年度岡山県高等学校総合体育大会サッカー競技　２回戦 倉敷南高校 対　岡山大安寺中等教育学校　    １－０
5/29 令和4年度岡山県高等学校総合体育大会サッカー競技　３回戦 新見防災公園 対　勝山         １－２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　県ベスト28

4/24 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2022　岡山県チャレンジリーグ　１st　 金光学園高校 第１節　　対　興陽　　　　　５－１
4/29 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2022　岡山県チャレンジリーグ　１st　 倉敷天城高校 第２節　　対　理大附属　　０－０
5/3 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2022　岡山県チャレンジリーグ　１st　 津山工業高校 第３節　　対　金光学園　　２－１
6/18 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2022　岡山県チャレンジリーグ　１st　 興陽高校 第４節　　対　倉敷天城　　２－１
7/10 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2022　岡山県チャレンジリーグ　１st　 理大附属高校 第５節　　対　津山工業　　１－２
7/17 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2022　岡山県チャレンジリーグ　１st　 笠岡高校 第６節　　対　岡山操山　　３－２

9/17 岡山県高校サッカー選手権１次トーナメント 水島工業高校 ２回戦　対　岡山工業　５－０
１次トーナメント敗退

10/23 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2022　岡山県チャレンジリーグ　2nd　 倉敷南高校 第２節　　対　倉敷南　　　　　　１－５
10/30 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2022　岡山県チャレンジリーグ　2nd　 東岡山工業高校 第３節　　対　玉島　　　　　　　　０－３
11/3 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2022　岡山県チャレンジリーグ　2nd　 東岡山工業高校 第４節　　対　理大附属　　　　　１－５
11/12 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2022　岡山県チャレンジリーグ　2nd　 笠岡高校 第５節　　対　総社　　　　　　　　２－２
11/19 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2022　岡山県チャレンジリーグ　2nd　 東岡山工業高校 第６節　　対　朝日塾　　　　　　１－５
11/20 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2022　岡山県チャレンジリーグ　2nd　 倉敷南高校 第１節　　対　勝山　　　　　　　　０－６
11/23 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2022　岡山県チャレンジリーグ　2nd　 NTN岡山Ｇ 第７節　　対　東岡山工業Ｂ　　４－６　

８位来季県ＣＬ２部

12/17 新人大会備中予選１回戦 おかやま山陽寄島 対　井原・矢掛・玉島商合同　　０-１
12/18 新人大会備中予選代表決定戦 おかやま山陽寄島 対　倉敷　　　　　０-３
1/7 新人大会備中予選敗者復活代表決定戦 倉敷青陵高校 対　倉敷青陵　　０-１

予選敗退
ソフトテニス 4/16 令和４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）

4/30,5/1 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 ８組出場

5/7 令和４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　笠岡商業　１－２
２部トーナメント
１チーム出場

6/11 第６１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　瀬戸南　１－２

9/17,18 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 ７組出場
９位　森藤・西山ペア
（上記１ペアが県大会出場）

11/5 令和４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　倉敷天城　　３－０
２回戦　対　津山　　　　１－２

11/12 令和４年度　岡山県高等学校新人ソフトテニス大会（ダブルス） 福田公園 １組出場
１回戦敗退　森藤・西山ペア

ソフトテニス 4/16 令和４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
（女子）

4/30,5/1 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 ４組出場
５位　三谷・竹井ペア
12位　藤本・大元ペア
（上記２組が県大会出場）

5/7 令和４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　矢掛　２－１
２回戦　対　玉島商業　敗退

6/4 第６１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
三谷・竹井ペア
藤本・大元ペア

6/11 第61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　岡山芳泉　０－３

9/17,18 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 ２組出場
12位　金平・古中ペア
13位　坂本・藤本ペア
（県大会出場）

11/5 令和４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　岡山城東　０－３

11/12 令和４年度　岡山県高等学校新人ソフトテニス大会（ダブルス） 福田公園 ２組出場
１回戦敗退
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陸上競技部 4/30 県総体備中地区予選 倉敷陸上競技場 １７名出場
5/1 備中支部総体 倉敷陸上競技場 １７名出場

男子４００ｍＨ　奥谷　59秒85　３位
男子３０００ｍＳＣ　三村　11分10秒71　２位
男子３０００ｍＳＣ　大野　11分38秒80　３位
男子砲丸投　吉岡　9m38　２位
男子円盤投　吉岡　25m99　２位
男子やり投　岡堂　45m04　１位

5/27～29 岡山県高校総体 シティライトスタジアム 15名出場
男子８００ｍ　原田　1分59秒35  ２位　中国大
会
男子やり投　岡堂　47m89　５位　中国大会
女子７種競技　秋田　2945点　８位6/16～19 中国高校陸上選手権 浜山公園陸上競技

場
２名出場
男子８００ｍ　原田　2'01"35　予選
男子やり投　岡堂　41m35  24位

8/27・28 高校陸上選手権大会 シティライトスタジアム １１名出場
男子８００ｍ　原田　2分01秒62　５位
男子砲丸投　吉岡　9m88　８位
男子円盤投　吉岡　27m02　７位

9/18・19 高校新人陸上大会 津山陸上競技場 １１名出場
男子８００ｍ　原田　1分57秒98　２位　中国大
会
男子５０００ｍＷ　坂本　29分58秒66　５位
男子円盤投　吉岡　26m43　７位

10/2 中国高校新人陸上選手権 みらいふスタジアム １名出場
男子８００ｍ　原田　1分58秒58　５位

10/22・23 岡山陸上カーニバル シティライトスタジアム １１名出場
男子円盤投　吉岡　30m57　６位

10/30 香川カーニバル 屋島陸上競技場 ２名参加
男子８００ｍ　原田　2分00秒26　４位

11/6 岡山県高校駅伝 井原マラソンコース ３名参加（オープン）
原田　５区(3km）　9分18秒
坂本　６区（5km）　18分32秒
大野　７区（5km）　18分13秒

11/19・20 笠岡混成競技記録会 笠岡陸上競技場 ８名出場

12/18 カブトガニ駅伝大会 太陽の広場 男子　第５位
女子　第３位

1/29 「晴れの国岡山」駅伝競走大会 岡山市・百間川 ２名出場（笠岡市代表・浅口市代表）

ハンドボール 4/16 県高校春季優勝大会 きびじアリーナ １回戦　対　岡山商科大学附属　15 - 33
（男子） 4/29 備中支部高校総体 きびじアリーナ １回戦　対　倉敷青陵　19 - 32

6/12 県総体 ジップアリーナ １回戦　対　岡山操山　18 - 22
7/17 夏季大会 津山工業高校 ２回戦　対　岡山芳泉　12 - 20
9/17 秋季備中地区大会 きびじアリーナ １回戦　対　倉敷古城池　22 - 21

２回戦　対　倉敷商業　7 - 32
10/29 岡山県高校新人大会 倉敷青陵高校 １回戦　対　玉野光南　19 - 6
10/30 倉敷商業高校 ２回戦　対　岡山工業　14 - 22　ベスト１６
12/17 県選手権大会 きびじアリーナ １回戦　対　東岡山工業　21 - 23

ハンドボール 4/16 県高校春季優勝大会 きびじアリーナ １回戦　対　総社南　1 - 34
(女子) 4/29 備中支部高校総体 きびじアリーナ １回戦　対　玉島　11 - 23

6/12 県総体 ジップアリーナ １回戦　対　玉島　11 - 13
7/17 夏季大会 津山工業高校 １回戦　対　倉敷青陵　9 - 12
9/17 秋季備中地区大会 きびじアリーナ ２回戦　対　倉敷南　7 - 24
10/29 岡山県高校新人大会 倉敷青陵高校 ２回戦　対　倉敷青陵　3 - 37
12/17 県選手権大会 きびじアリーナ １回戦　対　倉敷青陵　6 - 24

ソフトボール 4/16、17 春季大会 久米南町民運動公園 １回戦　笠岡　26　-　1　津山
２回戦　笠岡　0　-　16　倉敷中央　⇒ベスト８

4/30 備中支部総体 笠岡総合スポーツ公園 １回戦　笠岡　3　ｰ　6　高梁・興譲館・笠岡商業・おかやま山陽・津山商業合同チーム

敗者戦　笠岡　9　-　1　新見
6/4 県総体 久米南町民運動公園 １回戦　岡山東商業　11 －３　笠岡
8/27,28 夏季大会 笠岡総合スポーツ公園 津山商業・高梁・おかやま山陽・笠岡の合同チームで参加

１回戦　合同チーム（笠岡）　21－５　就実　
２回戦　合同チーム（笠岡）　０－９　倉敷商業



部名 月日 大会名（正式名称） 場所 成績

R４年度成績一覧

卓球 5/7,8 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
6/4,5 県総体（学校対抗） きびじアリーナ （男子）１回戦　玉野商工　０－３　笠岡

　　　 　 ２回戦　倉敷工業　３－０　笠岡 ⇒ベスト３２

（女子）１回戦　大安寺中等　１－３　笠岡
　　　  　２回戦　岡山商大附　３－０　笠岡 ⇒ベスト１６

7/9 国体予選（シングルス） （男女とも）ベスト３２以上なし
8/22 学年別大会（シングルス） ジップアリーナ （1年男子）ベスト３２以上なし

（1年女子）ベスト３２以上なし
（2年男子）仁科佑人　ベスト３２
（2年女子）末藤佳奈　ベスト３２

8/25,26 秋季大会（学校対抗） ジップアリーナ （男子）１回戦　大安寺中等　１－３　笠岡
　　　　 ２回戦　岡山芳泉　３－１　笠岡 ⇒ベスト３２

（女子）１回戦　不戦勝
　　　　 ２回戦　就実　３－０　笠岡 ⇒ベスト１６

10/18 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）棄権（考査直後への日程変更のため）

10/29,30 新人大会（学校対抗） きびじアリーナ （男子）１回戦　大安寺中等　１－３　笠岡
　　　 　２回戦　津山高専　３－１　笠岡 ⇒ベスト３２

（女子）１回戦　岡山朝日　０－３　笠岡
　　　 　２回戦　総社　３－０　笠岡 ⇒ベスト１６

11/22 新人大会（シングルス） ジップアリーナ （男女とも）ベスト３２以上なし
12/26 選抜大会県予選会（シングルス２部） きびじアリーナ （男女とも）ベスト３２以上なし
12/27 新人大会（ダブルス） きびじアリーナ （男子）ベスト３２以上なし

（女子）末藤・徳永　ベスト３２
バスケットボール 4/9 第2回OBA　U-18バスケットボールリーグ2022 笠岡高校 1回戦　対　備中高松　44-25

2回戦　対　玉野　56-35
（男子） 5/7,8 県総体代備中地区予選 笠岡商業高校 １回戦　対　高梁城南　54－47　

２回戦　対　岡山龍谷 36－108
9/17 選抜優勝大会予選 古城池高校 １回戦　対　井原52－61
11/19 新人戦備中地区予選 総社高校 1回戦　対　倉敷天城　40－53

バスケットボール 4/29 第2回OBA　U-18バスケットボールリーグ2022 笠岡高校 １回戦　対　総山
（女子） ２回戦　対　美作

5/7,8 県総体代備中地区予選 笠岡商業高校 １回戦　対　新見　

9/18 選抜優勝大会予選 津山高校 １回戦　対　岡山朝日

11/19 新人戦備中地区予選 倉敷商業高校 １回戦　対　新見

バドミントン 4/16,17 令和４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
藤川　ベスト64
県大会出場

5/7,8 令和4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

団体：1回戦　対　矢掛　3-0
　　　　2回戦　対　おかやま山陽　0-3
　　　　3回戦　対　総社南　3-1
県大会進出
個人：（藤川・赤木）（奥野・田辺）
　　　　（金光・乘藤）（岩本・東）
県大会出場

6/4,5,11 第61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　倉敷古城池　0-3
個人D：（藤川・赤木）2回戦敗退
　　　　（奥野・田辺）（金光・乘藤）（岩本・東）
　　　　1回戦敗退
個人S：藤川　2回戦敗退

8/7,8,9,10 第４１回全日本ジュニアバドミントン選手権大会岡山県予選会 出場

9/23,24 県秋季大会西部地区予選 笠岡総合体育館
団体：6位　予選敗退
　1回戦　対　矢掛　1-3
　2回戦　対　新見　1-3
個人D：（赤木・原田）第14位
県大会出場

11/19 令和４年度 岡山県高等学校バドミントン競技秋季大会 津山東高等学校 個人D：（赤木・原田）2回戦敗退

2/4,5 新人大会 瀬戸町総合運動公園体育館
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バドミントン 4/16,17 令和4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　2年　田井
県大会出場

5/7,8 令和4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
笠岡総合体育館
　　　（両日）

団体：1回戦　対　総社　3-0
　　　　2回戦　対　山陽　3-1
　　　　3回戦　対　笠岡商業　0-3
県大会出場
個人：（田井・藤井）（黒住・渡邉）
　　　　（塩飽・唐木）
県大会出場

6/4,5,11 第61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　龍谷高校　3-0
　　　　2回戦　対　山陽学園　0-3
個人D：（黒住・渡邉）（塩飽・唐木）
　　　　　2回戦敗退（ベスト４８）
　　　　　（田井・藤井）　1回戦敗退
個人S：田井　１回戦敗退

8/7,8,10 全日本ジュニア岡山県予選
笠岡総合体育館
岡山市総合文化
体育館

個人S：田井、塩飽、藤井愛夏ベスト３２
　　　　 唐木ベスト６４
個人D：田井・藤井愛夏、塩飽・唐木ベスト３２
　　　　　賀門・三谷ベスト６４

団体：２位　県大会出場
　1回戦　対　新　見　3-0
　2回戦　対　山　陽　3-0
　  決　勝  対　笠　 商  0-3

個人D：第3位　田井・藤井愛夏
　　　　 第8位　塩飽・唐木
　　　　 第14　賀門・三谷　　　　県大会へ

11/19,20 令和4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　田井・藤井　塩飽・唐木
賀門・三谷　一回戦敗退

2/4,5 新人大会 山陽ふれあい公園総合体育館 ダブルス　第８位　田井・藤井
瀬戸町総合運動公園体育館 ダブルス　ベスト32　塩飽・唐木

バレーボール 4/9,10 第76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 井原市民体育館 4/9　対　玉島　２－０
（女子） 　　　 対　総社　２－０　　　　　県大会出場

井原市民体育館 4/10　対　倉敷商業　０－２
4/16 第76回岡山県高等学校春季バレーボール選手権大会 白梅総合体育館 対　就実　０－２
4/30 令和４年度備西・備北地区高等学校総合体育大会（バレーボール競技） 笠岡高校体育館 対　総社南　２－０

対　玉島商業　２－０
6/4 令和４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 玉島高校体育館 対　美作　０－２
8/27,28 令和４年度備中支部高等学校男女夏季バレーボール選手権大会 笠岡総合体育館 8/27　対 倉敷青陵 ２－０  　対 井原 ２－０

笠岡市民体育館 8/28　対 清心女子 ０－２
11/5,6 第75回全日本バレーボール高等学校選手権大会岡山県代表決定戦 笠岡市民体育センター 11/5　対　倉敷商業　２－０

笠岡高校体育館 11/6　対　高松農業　１－２
12/17,18 令和４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 12/17　対　新見　２－０

　　　　　対　総社南　２－０　　　県大会出場
倉敷南高校体育館 12/18　対　倉敷南　１－２ 　備中地区ベスト６

1/14 令和４年度岡山県高等学校男女バレーボール新人大会（県大会） 玉野光南高校体育館 1/14  棄権（対　岡山南　０－２）

津山総合体育館

笠岡総合体育館県秋季大会西部地区予選9/23,24


