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2018.3.5      － ゆうぶんしょうぶ の きせき － 

 日 本 一 に 輝 く ～栄光の記録～  

 メダルラッシュ（金 4 銀 5 銅４、合計 13 個は冬
季五輪では最多）に沸いた第 23 回冬季オリンピッ
ク平昌（ピョンチャン）大会。各競技に様々なドラ

マがあり皆もテレビにくぎづけになっただろうし、

自分自身のクラブ活動に置き換えて何かを感じとる

ことがあったのではないでしょうか。けがを乗り越

え大会２連覇を飾った男子フィギアスケート・羽生

結弦選手の精神力や演技の美しさ、「そだねー」が流

行語大賞に輝くのではと噂される女子カーリングチ

ームや一糸乱れないスケートをみせた女子団体パシ

ュートのチームワークの良さは卓抜でした。  
 そして本校でもオリンピック金メダル級の快挙で

す。「第 11 回全国高校英語スピーチコンテスト」で
高２の小松梨那子さんが第１位に輝き文部科学大臣杯を獲得しました。四国予選を勝ち抜

いた小松さんは、2 月 11 日に東京都で開かれた同大会（約 1900 人が参加）で、「身近な
テーマ」を題材にということで 18 歳選挙権など話題性の高い選挙をテーマにスピーチを
行い、見事に栄冠を勝ち取りました。おめでとう！  
 

団体名  大会・コンクールなど  
第 11 回全国高校英語スピーチコンテスト 第 1 位 小松 梨那子（2H） 

第 33 回  
合唱コンクール  

最優秀賞 ３年 C ホーム ３年 D ホーム  
準優勝  ３年 B ホーム  
敢闘賞  ３年Ａホーム  
※マチルダ賞（音楽科町田先生が素敵な歌声だと思ったホームに贈る）  

 ２年Ｂホーム  
※シークレット賞(最もインスタ映えした歌声に贈る) 

１年Ｅホーム  
指揮者賞 ３年Ｂホーム 岡田悠哉  
 

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 6 重奏 金賞  

2H 小栗菜美子 1S 前田萌賀 1N 磯木彩光 3D 澤村萌乃 

3D 杉村祐実子 1D 岡本彩歩 

＊金管８重奏 銀賞 

2T 手島京香 2O 濱田乃愛 2S 山本麻由 2N 浅川由衣 

2N 川上莉緒 1O 青木瑠依 1O 大原理咲 1S 佐野明日奏 

＊フルート４重奏 銀賞 

2H 石川咲希 1O 和田早菜実 1N 東由依 1N 柿木凛 

［中学校部門］ 

＊クラリネット４重奏 金賞 

3A 小島鈴音 3A 成岡光夏 2B 山西未紗 2E 徳田祭  

＊木管３重奏 銀賞 

3B 千光士明穂 3D 川村美遥 3E 岩村樺乃 

＊金管８重奏 金賞 

3C 青木和奏 3C 岡田奈緒 3C 山﨑未空 3D 福留彩菜 

3E 中島桜里 3E 吉松日向子 2D 渡邉叡敬 2E 池畠希 

映画部  
高知県高校放送コンテスト ＣＭ部門 第２位 

 3B 濱田静佳 3D 福川真央 3D 藤田真緒 
高知県珠算十傑 中学校の部 8 位 西山心晴（2D） 

写真部  
第 34 回写真コンテスト「高知を撮る」 I LOVE 高知 部門 

 準特選 「紅葉の嗜み」 1O 西岡政寛 

 入選  「彼岸花と少女」1N 山本涼介 

中学ハンドボール部  

全国中学校選手権大会高知県予選 

［男子］１回戦 34－29 横浜 準決勝 32－23 朝倉・高知 Jr ク
 決勝戦 17－36 城北 準優勝  

［女子］優勝 28－12 城北、39－13 横浜  
   →全国大会出場決定（3 月 25 日～28 日 富山県）  

バドミントン部  

高知県中学校冬季大会 

［男子団体］2 回戦 ２－０伊野南 準々決勝 ２－１吾北  
      準決勝 ２－１土佐山  

 決勝 １－２春野 準優勝  
  依光・池知１－２、高橋２－０、岡崎・宮川０－２

［男子個人］  
＊シングルス 準々決勝 依光０－２小山（高知南）  
            高橋２－０吉川（鏡野）  
       準決勝  高橋１－２岡村（春野）  
＊ダブルス  準々決勝 山口・鶴和０－２清水ペア  
［女子団体］1 回戦 ２－１本川 2 回戦 ０－２高知南  



［女子個人］  
＊ダブルス 準々決勝 河野・岡田０－２春野ペア 

高校サッカー部  

第 1 回高知県冬季大会 ３位 

１回戦 ２－０土佐塾、２回戦 ３－０東、  
準々決勝 １－０追手前、準決勝 ０－４岡豊  
３位決定戦 ２－０明徳義塾  

テニス部  

ウインターズカップ 

［男子］  
＊18 歳以下シングルス  
 決勝  市吉４－６岩瀬（高知）準優勝  
 ３位決定戦 白石４－６中谷（高知）  
［女子］  
＊中２以下ダブルス  
 準決勝 山田・市川６－３佐藤・畑井  
     谷本・佐野２－６佐川 Jr・ＦＳＳペア  
 決勝  山田・市川６－４佐川 Jr・ＦＳＳペア 優勝  
 ３位決定戦 谷本・佐野６－３佐藤・畑井 ３位  

ソフトテニス部  
四国高校選抜大会 

［男子個人］  
 1 回戦 荒井・上谷２－４徳島科学技術ペア  

高校  
ハンドボール部  

全国高校選抜大会四国予選 

［女子１次リーグ］ 16－25 池田、6－45 今治東 

          7－36 高松商 

剣道部  
高知県中学校冬季大会 

［男子団体］１回戦 ０－４土佐塾  
※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。 


