
   

特活通信 
 

№７ 

2017.9.11     － ゆうぶんしょうぶ の きせき － 

 燃えた夏、弾けた土佐校生！ ～29 年夏の記録～  

 この夏は、東京を中心とした関東地方は毎日のように雨が降り「冷夏」だったようです

が、西日本では今年も本当に雨の降らない焼けるような夏でしたが、体調は大丈夫でした

か？ さて、こうした暑い夏を運動部員・文化部員とも奮闘し「熱い夏」を演出しました。

中でも大野心碧君は熊本市で行われた全国中学校体育大会の陸上競技 400ⅿで全国２位

（県中学新記録）の快走をみせました。県中学校総合体育大会では、初開催の弓道競技で

女子団体が、さらにハンドボールは男女アベック優勝、テニス女子、水泳男子も優勝を飾

り、日頃の練習の成果をフルに発揮した素晴らしい成績でした。以下に、この夏の各クラ

ブの主な活躍ぶりを掲載します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名  大会・コンクールなど  

弓道部  

高知県高校夏季大会  

＊団体女子 準優勝  

 準決勝 10－10 岡豊（競射 3－2）決勝  7－10 土佐女  

高校野球部  第 99 回全国高校野球県予選 3 回戦 ３－４宿毛工業  



第 61 回県選抜大会 1 回戦 ３－４高知工業  

テニス部  

全国高校総体男子団体 １回戦２－１日大山形  

            絹川・川村９－８阿部・田中  

            中岡９－７成瀬、市吉３－８荘司  

           ２回戦０－３駿台甲府（山梨）  

            絹川・川村２－８斎藤・嶋崎  

            中岡３－８保坂、白石２－８渡辺  

      男子シングルス１回戦中岡８－６牛越（松商学園）  

             ２回戦中岡０－８菊地（相生学院）  

      男子ダブルス１回戦中岡・絹川０－８相生学院ペア  

      女子団体 １回戦０－３四日市商（三重）  

            杉原・市川０－８原田・大浦  

            髙橋１－８吉岡、中山０－８吉田  

      女子シングルス１回戦高橋２－８谷井（富山国際大付）

      女子ダブルス１回戦中山・高橋０－８京都外大西ペア  

陸上競技部  

全国高校総体  

 400ⅿ 平田悠一郎 49 秒 84（予選敗退）  

 1600ｍリレー（平田、武政、阿久津、宮地）3 分 20 秒 84（予選敗退）

登山部  全国高校総体 22 位（難波、松本、宮下、中野）  

県中学総体  

※主な記録  

＊弓道 女子団体 決勝 3－3（競射 2－0）土佐塾 初優勝  

     浦田、浜口、松本  

＊ハンドボール 男子決勝リーグ３勝（4 年ぶり 20 回目の優勝）  

        女子決勝リーグ２勝（4 年連続 4 回目の優勝）  

＊テニス 女子団体 決勝 ３－２学芸 優勝（2 年ぶり 4 回目）  

男子団体 １回戦 １－４高知  

     男子ダブルス決勝  

          市吉・大谷ペア、中山・松井ペア ベスト８  

     女子シングルス 安岡、山田 ベスト８  

     女子ダブルス 山田・市川彩ペア、沢田・安岡ペア ベスト８  

＊ソフトテニス 男子団体予選１回戦 １－２宿毛東  

＊卓球 男女団体予選１回戦 敗退  

＊男子バレーボール １回戦０－２西部・土佐塾  

＊剣道 男子団体２回戦 ０－４高知  

＊空手道 男子個人形２年準決勝 松浦２－３萩野（清水丘）  

＊ソフトボール １回戦 ２－６上分・須崎南  

＊陸上競技 男女総合３位  

＜男子＞学校対抗３位  

３年 100ⅿ 坂本１位 

400ⅿ   大野 1 位 



走幅跳   坂本１位 

     4×100ⅿリレー（坂本、大野、幾井、吉村） １位 

 ＜女子＞200ⅿ 松下２位  

     4×100ⅿリレー ３位  

＊サッカー 準決勝 ０－１明徳  

＊バドミントン 男子団体決勝 １－２春野 準優勝  

        女子団体準々決勝１－２一宮 ベスト８  

  男子ダブルス 決勝 清遠・西坂２－１城北ペア 優勝  

＊水泳［男子学校対抗］優勝（10 年連続 16 回目） 

・50ⅿ自由形 光平２位  

・100ⅿ、200ⅿ背泳ぎ 池内３位  

・100ⅿ平泳ぎ 細川３位、200m 平泳ぎ 細川２位  

・200ⅿ個人メドレー 野中３位  

・400m 個人メドレー 野中１位  

・400ⅿリレー ２位  

・400m メドレーリレー（西村、細川、光平、久保） １位  

［女子］  

・100m、200ⅿ平泳ぎ 山本 １位  

・200ⅿ個人メドレー 山脇２位  

中学四国大会  

※主な記録  

＊弓道部 男子団体（細木、池、猪俣）決勝７－６板野（徳島）優勝

女子団体１回戦２－１０板野（徳島）  

＊陸上競技部 男子総合優勝  

 ・400ⅿ 大野心碧 １位  

 ・走幅跳 坂本崇輔 １位  

 ・4×100ⅿ 坂本・大野・幾井・吉村 ２位  

＊ハンドボール男子準決勝 22－24 綾南（香川） ベスト４  

女子準決勝 18－19 紫雲（香川） ベスト４  

バドミントン部  

＜中学学年別大会＞  

＊男子シングルス ３年決勝 清遠２－０西坂 優勝  

＊女子シングルス ３年 片田 ベスト４  

＜県高校夏季大会＞  

＊男子団体決勝３－２高知商 優勝  

  深木・高橋２－０北添・長崎、及川・松村０－２川窪・川村、  

  池本２－１小島、深木２－０川村  

＊女子団体３位決定戦 ３－０高知商 ３位  

＊男子ダブルス決勝 深木・高橋０－２高知商ペア 準優勝  

＊男子シングルス 深木 ベスト４、高橋 ベスト８  

＊女子ダブルス 西原・長瀧 ベスト８  

＊女子シングルス 長瀧、小笠原 ベスト８  



＜国体予選＞→少年男子国体出場決定 

リーグ戦 １勝１敗（深木が出場）  

ソフトテニス部  
県夏季大会  

＊男子個人 準決勝 荒井・上谷ペア２－４明徳ペア ベスト４  

中学野球部  

第 67 回県選手権大会 １回戦７－０須崎、２回戦７－０一宮、  

           ３回戦３－０西土佐、準々決勝１－０介良、

準決勝０－０（タイブレーク 4－3）愛宕、決勝１－２付属 準優勝

中学  

バスケットボール部  

高知県中学校秋季大会  

＊男子１回戦 43－52 香長  ＊女子１回戦 29－61 附属  

中学バレーボール部  
＊男子１回戦 ０－２鏡野Ａ  

＊女子２回戦 ２－１仁淀・池川Ａ、３回戦０－２愛宕  

陸上競技部  

第 40 回高知市陸上選手権大会  

［一般・高校男子］  

・200ⅿ 平田悠一郎 ３位 

・400ⅿ 平田悠一郎 １位 

・4×100ⅿリレー 中澤・阿久津・西森・平田 １位  

［中学男子］  

・100ⅿ 大野心碧 １位、坂本 ２位 

・200ⅿ 大野心碧 １位、幾井 ２位 

・400ⅿ 幾井勇丞 １位 

・4×100ⅿリレー 坂本・大野・幾井・吉村 １位 

・走幅跳 坂本崇輔 １位  

［中学女子］  

・200ⅿ 松下 葵 １位 

・4×100ⅿリレー 杉内・松下・中路・山本 ２位 

・走高跳 松本芙希 １位  

※土佐中学校 「最優秀校」  

総合科学部  

科学の甲子園ジュニア高知県大会  

 教育長賞受賞（2C 島津、2C 久松、2C 島元、2E 野田、2E 岡本、

2E 平井）→全国大会（茨城県、12 月 1 日～）出場決定  

 金賞受賞（2A高橋、2B前田、2C佐々木、2D刈谷、2D山下、1E山崎）

1K 佐野月美  第 41 回ピティナ・ピアノコンペティション 西日本本選出場  

軽音楽部  

「ド根性ガール」（1T 吉本、1H 西川、1H 西村、1H 松島、1S 藤村）

・第 13 回「軽音祭」 最優秀 →全国高校コンテストに出場  

・SAKURA2017 高知予選 ２位  

・高知ミュージックフェスティバル →本祭（１月）出場決定  

・アスパルロックフェスタ 2017 パフォーマンス賞  

かるた同好会  
第 43 回高知県知事杯  B 級 1E 市原 ３位  

  C 級 1B 安部 優勝、2B 吉松、1E 西内 ３位  



 

※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。 

 


