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 個性を最大限に発揮して ～合唱練習のスタート～  

中学最大の文化行事のビッグイベントである「合唱コンクール（2

月 6 日）」が迫ってきました。クラスでの練習が始まるとともに、1 月

下旬より体育館でのステージ練習も始ります。各クラスの創意・工夫

を凝らした最高のパフォーマンスを期待しています。頑張ってくださ

い。  

クラス 曲名 指揮者 伴奏者 クラス 曲名 指揮者 伴奏者 クラス 曲名 指揮者 伴奏者

365日の紙飛行機 佐々木千愛 濱口　凛 涙そうそう 磯木　彩光 前田　萌絵 プレゼント 森下　雄大 梶谷　奈央

証 中村　太昴 三宅　香帆 空も飛べるはず 宮地　泰正 松原　周稔 ガーネット 前野　光哉 杉本　達哉

365日の紙飛行機 中西　祥吾 松木　美樹 涙そうそう 森木　悠斗 伊東日菜子 プレゼント 中村　晃大 福田　瑞起

ひまわりの約束 山本　凌輔 片岡　紬 青いベンチ 藤田　早斐 岡崎　愛由 手紙～拝啓十五の君へ～ 渡邊　陸斗 入江　彩香

365日の紙飛行機 山崎　光晴 島内　和奏 涙そうそう 中川　陽貴 富田奈央果 プレゼント 伊與田美咲 堤　亜加理

3月9日 佐野　速紀 吉松日向子 愛を込めて花束を 泉　由樹子 山中梨花子 光るなら 公文　佑紀 川上　莉緒

365日の紙飛行機 長山　愛斗 五藤　晶子 涙そうそう 佐竹　祐香 細川　華琳 プレゼント 長野　泰城 西村　仁志

ありがとう 松崎　晃大 山下　咲音 遥か 檜垣　雄介 古谷　結衣 奏 寺村　優斗 手島　京香

365日の紙飛行機 幾井　勇丞 豊永　泰己 涙そうそう 松島　朱花 西川　悠香 プレゼント 岡　竜生 尾木　志保

ふるさと 伊藤颯之介 伊藤　憲佑 愛唄 吉道　達海 尾崎　康崇 友～旅立ちの日～ 山岡　恭子 石原　遼
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 文化部の雄叫び ～第二回土佐中・高等学校芸術祭  

 一昨年に引き続き今年も第２回目の「土佐中・高等学校芸術祭」が２月１３日（土）の

一般公開とともに開催されます（展示物はその週の３日間）。この日は 40 分授業４時間実

施ののち準備に取り掛かり、13 時に開会予定です。体育館や筆山ホールでの文化部発表以

外にも様々な行事・イベントが予定されています。文化の香り高い行事になるよう盛り上

げていってください。  

 日 本 一 に 輝 く ～栄光の記録～  

 全国の小中学生の書写と絵画のコンクール「第 83 回全国書画展覧会」で中３の檜垣友

佳さんが書写の部でただ１点の内閣総理大臣賞（最優秀）を受賞しました。高知県初の快

挙です。おめでとう！ さらには、第 61 回高知県青少年読書感想文コンクールで本校は

団体での最優秀に当たる「学校賞」を受賞しました。また個人でも中学３年生の石田将人

君の最優秀賞受賞をはじめ多くの生徒が優秀賞・入賞を果たしました。また、運動部でも

ソフトテニス部が全国大会優勝をはじめ創部以来の活躍が認められ日本ソフトテニス連盟

より「優良団体」の表彰を受けました。  

 



 

団体名  大会・コンクールなど  

第 83 回全国書画  

展覧会  
内閣総理大臣賞 檜垣 友佳  

第 61 回県青少年読書

感想文コンクール  

＊学校賞 

＊最優秀賞 石田将人（中３）「ウナギのために僕達ができること」

＊最優秀賞 久松莉子（中２）、武田依子（高２）  

＊優良賞 谷 光流（中１） 

＊入選 中１：山野内実鈴、森岡寧々、中越恋、小松樹、矢野有紗、 

       山本千晴、上田悠祐、島崎修一 

    中２：小笠原瑞紀、廣瀬真穂、三宅楠、中野友資 

    中３：西小雪、久藍奈、山脇菜々、西原菜々香、中山栞 

    高校：森澤烈、戸梶瑞保、浦田里奈、谷脇真寧、山本海斗、 

       上岡丈晃、大野由愛 

軽音楽部  

第 10 回高知県高校軽音楽演奏会 

＊優秀賞 Crush（高２）  

＊審査員特別賞 ウルトラマリン（高１・２）  

＊四国大学賞 √BEAT（高１）  

＊個人賞・キーボード部門 近森正太郎（高１）  

第 10 回ヤマハ ミュージック・レボリューション  

＊グランプリ（第１位） 神様只今厨二病（高１、尾上・公文・岡崎）

 →西日本ファイナル（3 月 27 日）に出場  

吹奏楽部  

アンサンブルコンテスト県大会 

［高校部門］ 

＊打楽器 4 重奏 銀賞  

2T 小松真由 1T 松山芽生 1K 蘆田知紗 1N 下村諒子 

＊金管 8 重奏 銀賞 

2H 溝渕ありさ 2O 池田遥香 2S 北村香子 2S 笹岡歩乃佳 

2S 中平朱香 1T 市原央大 1T 細木菜見 1K 山本佳依 

＊クラリネット 3 重奏 銅賞 



1O 大黒由貴 1O 中川果歩 1K 奥田麻椰 

＊クラリネット 3 重奏 金賞 

2O 松本莉子 2K 中内彩絵 1O 山本真音 

［中学校部門］ 

＊打楽器 5 重奏 銀賞 

3A 小栗菜美子 2A 磯木彩光 2B 前田萌賀  

1A 澤村萌乃 1A 杉村実子 

＊金管 8 重奏 金賞 

3A 西小雪 3B 島内恵実 3B 山本麻由 3C 川上莉緒 

3C 濱田乃愛 3D 手島京香 2A 青木瑠依 2C 大原理咲 

＊サックス 4 重奏 銅賞 

3D 今村優里花 3E 伊東凜華 1C 武政匡輝 1C 小笠原知音 

＊フルート 3 重奏 銀賞 

2B 東由依 2C 和田早菜実 1C 岩村樺乃 

木管 3 重奏 銀賞 

3B 福田瑞起 3C 石川咲希 3E 竹内萌音 

中学男子  

バレーボール部  

高知市新人大会 

 1 回戦 ２－０学芸、2 回戦 ２－１旭、  

 準決勝 ０－２西部 ３位  

中学野球部  

第 68 回高知県中学校選抜野球大会高知地区予選 

 1 回戦 ７－０城東（5 回コールド）  

 2 回戦 ０－０旭（設定ゲーム１－２）  

卓球部  
高知オープン選手権 

男子・土佐中高Ａ、Ｂチーム、女子・土佐中チームとも予選リーグ敗退 

ソフトテニス部  

都道府県対抗全日本中学生大会県予選  

［男子シングルス］ 荒井 準々決勝 ３－１市川（高岡）  

    準決勝 ３‐２走川（東中筋）  

 決勝戦 １－３藤原（東中筋）準優勝  

  →全国大会出場（3 月、三重県）決定  

高校  

バスケットボール部  

四国高校新人大会県予選 

［男子］２回戦 109－41 四万十、３回戦 71－34 中村  

 ４回戦 86－40 小津  

 決勝リーグ 76－72 高知工、37－95 中央、75－39 追手前  

  ２勝１敗 ３位  

［女子］１回戦 41－44 幡多農  

高校サッカー部  
高知県ウインターカップ 

１回戦 ４－０須崎工、２回戦 ７－０高知農  

テニス部  
ウインターズカップ 

［男子］  



＊18 歳以下ダブルス  

 準々決勝 梅田・佐竹６－１高知西ペア  

      白石・石津６－３宮崎・絹川  

 準決勝 梅田・佐竹１－６高知ペア、白石・石津２－６高知ペア

 3 位決定戦 白石・石津６－１梅田・佐竹  

＊18 歳以下シングルス  

 準々決勝 白石６－３堀田（西）、石津６－０松本（中央）  

 準決勝  白石１－６市川（高知）、３－６箭野（高知）  

 ３位決定戦 白石６－１石津 ３位  

＊16 歳以下ダブルス  

 準々決勝 中岡・川村６－０高知中ペア  

      白石・伊野部３－６学芸・佐川 Jr ペア  

 準決勝 中岡・川村５－７学芸・佐川 Jr ペア  

 3 位決定戦 中岡・川村６－２高知中ペア  

＊16 歳以下シングルス  

 準々決勝 中岡６－０片岡（学芸中）  

 準決勝  中岡８－６西原（FSS）  

 決 勝  中岡８－６上村（高知高） 優勝  

  ※全国大会（４月愛知県）出場決定  

［女子］  

＊18 歳以下ダブルス  

 準々決勝 森本・土居１－６高知ペア  

      谷本・小松６－３中央ペア  

      濱・岡村 ６－１土佐塾ペア  

 準決勝  谷本・小松１－６高知ペア  

      濱・岡村５－７高知ペア  

 ３位決定戦 谷本・小松６－３濱・岡村  

＊18 歳以下シングルス  

 準々決勝 濱１－６森田（土佐塾）  

      岡村６－４小松  

 準決勝  岡村０－６森田（土佐塾）  

 ３位決定戦岡村７－５清谷（高知）  

＊16 歳以下ダブルス  

 準々決勝 市川柚・杉原６－４学芸ペア  

      前田・中山６－１久保・山崎萌  

 準決勝  市川柚・杉原７－５前田・中山  

 決 勝  市川柚・杉原６－２タカミ・佐川 Jr ペア 優勝  

 ３位決定戦 前田・中山６－１高知中ペア  

＊16 歳以下シングルス  



 準々決勝 中山６－４杉原、市川柚６－４前田  

 準決勝  中山９－７田所（佐川 Jr）  

 決 勝  中山８－４岡（学芸高） 優勝  

  ※全国大会（４月愛知県）出場決定  

四国中学新人大会  

［男子団体］  

 １回戦 ２－１城ノ内（徳島） 準々決勝 ０－３桜町（香川）

［女子団体］ ３位  

 １回戦 ３－０今治明徳（愛媛） 準々決勝 ２－１土庄（香川）

 準決勝 １－２高松北（香川）３位決定戦２－１小豆島（香川）

バドミントン部  

全国高校選抜大会四国予選 

［男子団体］  

 1 回戦 １－３徳島商 ３位決定戦０－３新田  

［男子シングルス］  

 １回戦 岩本０－２中川（新田）３位決定戦２－０岡（徳島商）

 第２代表決定戦 ０－２佐藤（英明） ３位  

［男子ダブルス］  

 １回戦 長瀧・本田０－２香川中央ペア  

 ３位決定戦 長瀧・本田２－１徳島商ペア ３位  

県高校冬季大会 

［男子ダブルス］  

 準々決勝 長瀧・本田２－０岩本・猪野  

      岩松・福田０－２西ペア  

      橋田・安部０－２高知商ペア  

 準決勝  長瀧・本田２－０南ペア  

 決 勝  長瀧・本田２－０高知商ペア 優勝  

［男子シングルス］  

 準々決勝 長瀧２－０井上（学芸）、猪野１－２川窪（南）  

      本田２－０川村（西）  

 準決勝  長瀧２－０片岡（高知商）、本田２－１川窪（南）  

 決 勝  本田２－０長瀧 優勝  

［女子ダブルス］  

 準々決勝 弘末・真木２－０土佐塾ペア  

      中村・清遠０－２西ペア  

      小松・明神０－２土佐女ペア  

 準決勝  弘末・真木０－２中央ペア  

 ３位決定戦 弘末・真木１－２土佐女ペア  

弓道部  
全国高校選抜大会 

土居内晴香 準決勝進出 



剣道部  
第 16 回全国高校よさこい高知国体開催記念大会 

［男子］１回戦 ３－０浜松学院、２回戦 ０－５帝京第五  

柔道部  

全国高校選手権県予選 

［男子団体］１回戦 南（一人残し負け）  

［無差別級］準決勝 山村－沢本（岡豊 背負い投げ負け）  

ハンドボール部  

全国高校選抜大会県予選 

［男子決勝リーグ］ 32‐18 南、13－25 中央 1 勝 1 敗 ２位 

［女子］決勝 24－5 須崎工 優勝 

 ※男女とも四国予選（2 月春野）に出場決定 

全国中学生選手権県予選 

［男子］準決勝 30－33 朝倉、3 位決定戦 29‐48 介良 

［女子］決勝 19‐9 城北 優勝 

 ※全国大会（3 月 25 日～富山県）出場決定 

※部の活動状況（大会・コンテストなどの成績）についての情報をお持ちの先生は特活部・

楠目までふるってお願いいたします。 


