
令和３年度　部活動等の記録　
部 大会/コンクール 種目 結果 氏名

中国大会山口県予選会 1回戦1-2西京

令和3年度春季岩柳地区高等学校体育大会 優勝

全国総合体育大会体山口県予選 2回戦2-0山口県鴻城

全国高等学校バレ－ボ－ル選手権大会山口県予選会 2回戦1-2長門

令和3年秋季岩柳地区高等学校バレーボール大会 優勝

令和3年度春季岩柳井地区高等学校バスケットボール大会 1回戦78-68熊毛南

第72回山口県高等学校総合体育大会バスケットボール競技兼第65回中国高等学校バス

ケットボール選手権大会

3回戦95-42長府

令和3年秋季岩柳地区高等学校バスケットボール大会 2回戦109-38柳井

令和3年度バスケットボール新人大会兼山口県体育大会 1回戦35-77下関南

個人戦 出場

団体戦 1回戦1-2柳井

令和3年度山口県高等学校春季ソフトテニス選手権大会 個人戦 出場

競技者育成プログラムStep2大会 個人戦 出場

個人戦 出場

団体戦 2回戦0-2徳山

育成プログラムStep2大会兼第76回国民体育大会ソフトテニス競技山口県選考会 ダブルス 出場

個人戦 出場

団体戦 5位

第12回中国高等学校ソフトテニス新人大会山口県予選会兼山口県体育大会 個人戦 出場

第12回中国高等学校ソフトテニス新人大会山口県予選会兼山口県体育大会 団体戦 2回戦3-0大津緑洋

3回戦0-2徳山

山口県シングルス大会 個人戦 出場

令和3年度春季岩柳地区高等学校体育大会 個人戦 出場

全国・中国高等学校卓球選手権大会山口県予選会 個人戦 出場

令和3年度山口県体育大会 団体戦 2回戦0-3萩光塩

女子個人戦 ベスト8 3年　山田知佳

女子団体戦 0-3岩国

男子個人戦 2位 2年　藤元航希

男子団体戦 2位

女子個人戦 出場

男子個人戦 出場

女子団体戦 1回戦1-2徳山

男子団体戦 2回戦0-4桜ケ丘

女子個人戦 ベスト16 3年　山田知佳

男子個人戦 ベスト16 2年　藤元航希

女子団体戦 出場

男子団体戦 出場

女子個人戦 ベスト8 1年　藤田紗良

男子個人戦 1位 2年　藤元航希

男子個人戦 3位 2年　石原真人

男子個人戦 ベスト8 2年　石原海里

男子個人戦 ベスト8 2年　中濱大和

男子団体戦 1位 　

女子個人戦 ベスト16 1年　藤田紗良

男子個人戦 ベスト16 2年　石原海里

男子団体戦 2回戦1-3桜ケ丘

第31回山口県高等学校選抜剣道選手権大会 男子団体戦 1(2)-1(2)下関西

令和3年度春季岩柳大会 100ｍ 出場

令和3年度山口県高校総体 100ｍ 出場

令和3年度山口県高校新人大会兼中国新人陸上予選会 100ｍ 出場

令和3年度山口県体育大会 100ｍ 出場

硬式野球部 第103回全国高等学校野球選手権山口大会 ４校連合 ２回戦4-9岩国工業

春季岩柳地区高等学校サッカー大会 出場

令和3年度山口県高等学校総合体育大会 1回戦徳山商工7-0

第100回全国高校サッカー選手権大会山口県大会 1回戦早鞆高校5-0

令和3年度秋季岩柳大会 合同チーム出場

中国高等学校サッカー新人大会県予選会兼山口県体育大会 出場

岩国弓道大会 女子団体戦 出場

女子個人戦 中国大会出場 3年　鍵本莉音

女子団体戦 出場

女子個人戦 12位 2年　重元莉乃

女子団体戦 9位

女子個人戦 2年　中川歩逢

女子団体戦 準優勝

秋季岩柳地区高等学校体育大会 女子個人 3位 2年　中川歩逢

山口県体育大会 女子団体 2位

女子団体 1位 2年　中塚春花

2年　重元莉乃

2年　岩中春菜

令和3年度春季岩柳地区高等学校ソフトテニス大会

第72回山口県高等学校ソフトテニス選手権大会

令和3年度秋季岩柳地区高等学校ソフトテニス大会

令和3年度春季岩柳地区高等学校体育大会

第67回中国高等学校剣道選手権大会

バレーボール女子

令和3年度秋季岩柳地区高等学校体育大会

令和3年度山口県総合体育大会

令和3年納射大会

バスケットボール女子

第40回全国高校弓道選抜山口県予選兼山口県体育大会

ソフトテニス女子

剣道部

弓道部

陸上競技部

卓球女子

サッカー部

令和3年度山口県高校総合体育大会

第29回中国高等学校弓道新人大会山口県予選大会

第64回中国高校弓道山口県予選会



女子団体 3位 2年　小川凛

2年　鈴木彩加

2年　平岡美音

女子個人 1位 2年　岩中春菜

女子個人 3位 2年　平岡美音

文芸誌「stella」発行

卒業号「メッセージ集」発行

第43回山口県高等学校総合文化祭 美術・工芸部門 優秀賞（全高総文出

品候補）

2年　近藤想良

岩国市優秀文化賞 美術の部 優秀文化賞 2年　近藤想良

入選 3年　山根鈴夏

入選 3年　藤本都香

入選 3年　岡田莉奈　

総合の部平面 優良 1年　濱田凌佳

第6５回岩国市美術展覧会 書道の部 岩国市文化協会長賞 3年　廣本未来

優良 3年　笹田智代

入選 3年　廣本未来

佳作 3年　笹田智代

「錦帯橋の名称」書道コンテスト 特選 3年　笹田智代

第43回山口県高等学校総合文化祭 書道部門 奨励賞 3年　廣本未来

KRY賞 3年　田村藍子

特選 3年　廣本未来

まほろば賞 1年　貞益杏柚

優秀賞 1年　江本愛

優秀賞 1年　安田美音

演劇 第43回山口県高等学校総合文化祭演劇部門第38回周防地区高等学校演劇発表会 「で、アニマ？」上

演

第60回全日本吹奏楽コンクール山口県大会　高等学校小編成の部 金賞　コンクール特

賞
第62回全日本吹奏楽コンクール　中国大会　高等学校小編成の部 銀賞

第45回全日本アンサンブルコンテスト山口県大会　高等学校の部　管楽八重奏 金賞

第25回定期演奏会

（茶道）裏千家野嶋優美先生のご指導により活動

（華道）草月流若林麻由美先生のご指導により活動

情報処理検定 1級 2年　藤本龍輝

1級 3年　濱田小雪

1級 3年　松井花音

1級 3年　山根鈴夏

1級 3年　熊代彩

1級 3年　福本信平

1級 3年　廣本未来

1級 2年　古田道吾

家庭クラブ 家庭クラブ員奨励賞 家庭クラブ

授業・校外活動

フープ 1位

リボン 1位

フープ 1位

リボン 1位

第62回中国高等学校新体操選手権大会出場予定(感染症拡大のため中止)

第76回国民体育大会中国ブロック大会 出場

令和3年度全国高等学校総合体育大会体操競技大会・新体操大会 出場

スピーチの部 最優秀賞 2年　川本純愛

スピーチの部 技能賞 2年　寺岡樹乃

優秀賞 2年　寺岡樹乃

民団山口県本部婦人

会会長賞

2年　川本純愛

民団下関支部婦人会

会長賞

2年　竹村小春

ポスターの部 優良賞 1年　光教路空彩

優良賞 1年　白木亜矢子

優良賞 1年　別所彩

第74回山口県学校美術展覧会 総合の部平面 優良 1年　光教路空彩

短歌 第25回全国高校生創作コンテスト 短歌の部 入選 2年　石崎愛佳

読書感想文 第67回読書感想文コンクール（岩国地区） 入選 3年　濱田小雪

読書ノート 入選 2年　石崎愛佳

入選 2年　川野茉音

入選 2年　安藤彩花

入選 2年　嶋矢光佑

入選 2年　里市陽菜

3年 　河本夏歩

　  (文芸）

　（美術）

吹奏楽部

 　（書道）

新体操

茶華道部

中国高等学校選手権大会山口予選会新体操競技

第73回山口県高等学校総合体育大会新体操競技

第74回山口県学校美術展覧会

情報研究

第64回読書ノートコンクール（山口県）

朱算・電卓検定

令和3年納射大会

ハングル

弓道部

総合の部平面

美術

第16回全国高生〈書道〉S-１グランプリ

第45回山口県生徒書道展

防府天満宮御誕辰祭清書展

第７回岩国市・韓国語スピーチコンテスト

第３０回山口県韓国語弁論大会

青少年健全育成作品






