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2018.5.28      － ゆうぶんしょうぶ の きせき － 

 大健闘!! ～高知県高校体育大会結果～  

 高校３年間のクラブ活動

の集大成として臨んだ今年

の第 71 回高校県体は、団
体では男子は登山が２年連

続（21 度目）、女子ハンド

ボールが２年ぶり６度目の

優勝を飾りインターハイ（7

月 26 日開幕、彩る感動 東

海総体）出場を勝ち取りま

した。残念ながら、２年連

続アベック優勝を目指した

テニスの男女、バドミント

ン男女が団体準優勝、さら

にはシフトテニス男子と野

球が団体３位という結果で

した。そして個人種目でも柔道女子の秋田早央里、女子テニスシングルスの髙橋詩織、同

ダブルスの髙橋詩織・杉原彩、男子バドミントンシングルスの深木洸哉、同ダブルスの深

木洸哉・髙橋一将、男子ソフトテニス荒井光次郎・上谷祐貴がインターハイ出場を決めま

した。おめでとう！ ７月２６日に開幕する東海地方でのインターハイまで、心身ともに

体調管理をしっかりして本番に臨んでほしいと思います。また、多数の団体・個人が四国

大会出場を決めました（陸上競技、水泳、自転車競技は四国大会がインターハイ予選）。そ

して、残念ながら最後に良い結果は残せなかった人も、これまでの努力やクラブ活動での

経験は必ず受験勉強やその後の人生に生きてくるものです。その姿勢を忘れることなく気

持ちを切り替えて、次のステージに進んでいきましょう。お疲れ様でした。 

 クラブ名  結 果  

１  陸上競技  

［男子 400ｍ］１位大野心碧、３位平田悠一郎  
［男子 4×400ｍリレー］１位（西森・大野・中澤・平田） 

［男子走り幅跳び］２位坂本崇輔  
［女子 200ⅿ］３位松下葵  
［女子 400ｍ］３位濵田沙弥  



［女子 4×100ｍリレー］２位（小島・濵田・松下・佐野）  
［女子 4×400ｍリレー］３位（濵田・中路・松下・佐野）  

２  水 泳  ※6 月 9 日、10 日 ＠くろしおアリーナ  

３  卓 球  
［男子団体］ベスト８  
［女子団体］予選リーグ３位敗退  

４  ハンドボール  

［男子］準々決勝３２－１４東、準決勝１４－３８南  
    ３位決定戦 １８－２３西 ４位  
［女子］２１－１４岡豊、２９－１０東 優勝 

                 （２年ぶり６度目）  

５  バスケットボール  
［男子］１回戦４９－５５高知  
［女子］１回戦４９－５２幡多農  

６  ソフトボール  １回戦４－６岡豊  

７  バレーボール  
［男子］１回戦０－２岡豊  
［女子］１回戦０－２須崎  

８  柔 道  
［男子団体］予選リーグ敗退  
［女子 57 キロ級］秋田早央里 優勝  

９  バドミントン  

［男子団体］２回戦３－０追手前、準々決勝３－０東工、  
      準決勝３－０西、決勝１－３高知商 準優勝  
［男子ダブルス］準々決勝深木・高橋２－０岡豊ペア 

            松村・清遠２－１高知商ペア 

        準決勝 深木・高橋２－０高知商ペア 

            松村・清遠０－２岡豊ペア 

        決 勝 深木・高橋２－１岡豊ペア 優勝 

［男子シングルス］準々決勝 髙橋２－１門脇（岡豊）  
深木２－０小笠原（岡豊）  

準決勝 深木２－０高橋  
決 勝 深木１－２川窪（高知商）準優勝

         ３位決定戦 髙橋２－０小島（高知商）  
［女子団体］２回戦３－１学芸、準々決勝３－０岡豊、  
     準決勝３－２西、決勝０－３土佐女 準優勝  
［女子ダブルス］準々決勝 西原・長瀧２－０学芸ペア  
             小笠原・弘光０－２土佐女ペア  
        準決勝 西原・長瀧０－２西ペア  
        ３位決定戦 西原・長瀧０－２西ペア  
［女子シングルス］準々決勝長瀧２－０三谷  

準決勝 長瀧０－２長瀧愛（学芸）  
３位決定戦 長瀧２－０岩本（西）  
２位決定戦 長瀧１－２森（土佐女）  

10 ソフトテニス  ［男子団体］２回戦３－０西、準々決勝２－１宿毛工  



      準決勝０－２明徳  
［男子ダブルス］準々決勝 荒井・上谷０－４明徳ペア  
      敗者復活 荒井・上谷 ２勝１敗  
［女子団体］１回戦０－３小津  

11 サッカー  
準々決勝 ２－１西、準決勝 １－３中央  
３位決定戦 ２－４明徳  

12 弓 道  
［男子団体］４位（決勝リーグ３勝２敗）  
［女子団体］４位（決勝リーグ２勝３敗）  
［女子個人］片岡紬 ６位  

13 登 山 

優勝 （岡・松本・宮下・中野） 

 

14 テニス  

［男子団体］１回戦３－０東工、準々決勝２－０南、  
      準決勝２－０土佐塾、決勝０－２高知 準優勝  
［男子シングルス］準々決勝 植田４－６岩瀬（高知）  

         市吉３－６中谷（高知）  
［男子ダブルス］準々決勝 伊野部・植田３－６高知ペア  
             白石・市吉 ２－６高知ペア  
［女子団体］準々決勝３－０追手前、準決勝２－０中央、  
      決勝０－２高知 準優勝  
［女子シングルス］準々決勝 髙橋６－３公文（土佐塾）  
              久保１－６田所（高知）  
              杉原１－６鎌倉（高知） 

準決勝 髙橋８－１山崎（高知）  
         決勝 髙橋７－９田所 準優勝 

［女子ダブルス］準々決勝 髙橋・杉原３－６学芸ペア  
             安芸・絹川３－６高知ペア  

準決勝 髙橋・中山６－１中央ペア  
        決勝戦 髙橋・中山６－８高知ペア 準優勝

15 空手道  ［女子個人形］ １回戦 伊東０－５井上（土佐塾）  
16 野 球  1 回戦９－６南、準々決勝１４－１宿毛（５回コールド）、  



準決勝０－10 明徳（５回コールド）  
 
※インターハイ出場（5 月 22 日現在）  
 ＊女子ハンドボール、登山  

柔道女子 秋田早央里 ソフトテニス男子ダブルス 荒井光次郎・上谷祐貴  
バドミントン男子シングルス 深木洸哉 男子ダブルス 深木洸哉・高橋一将、  
テニス女子シングルス 高橋詩織 テニス女子ダブルス 髙橋詩織・杉原彩 

 

 栄 光 の 記 録  

クラブ名  結 果  

ソフトテニス  

高知県高校春季大会 

［男子団体］２回戦２－１高知農、準々決勝２－０高専  
      準決勝０－２明徳  
［女子団体］２回戦０－３明徳  

バレーボール  
高知県高校春季大会  
［男子］１回戦２－０土佐塾、準々決勝０－２高知  
［女子］１回戦２－０四万十、２回戦０－２高知商  

ハンドボール  

高知県高校春季大会  
［男子］１回戦２５－１０東、準決勝１１－２３中央  
    ３位決定戦１２－２４南  
［女子］不戦勝 東、２２－７岡豊 優勝 

バドミントン  

高知県中学校春季大会  
［男子団体］１回戦２－０伊野、準々決勝２－０愛宕  
      準決勝１－２一宮  
［男子シングルス］準々決勝 高橋２－０北川（吾北）  
         準決勝  髙橋２－０上里（伊野南）  
         決勝  髙橋０－２小山（高知南）準優勝

［女子団体］１回戦２－１伊野南、２回戦２－１城北  
      準々決勝０－２春野  

テニス  
高知県高校春季大会  
［女子シングルス決勝リーグ］  
 髙橋 ５勝 優勝 杉原３勝２敗 ３位  

弓 道  

高知県高校春季大会  
［男子団体］１回戦５－９高知  
高知県中学校春季大会 

［男子団体］準決勝 土佐Ａ５－３高知、土佐Ｃ６－４県中村

      決勝 土佐Ａ（稲田、岡田、猪俣）７－１土佐Ｃ

         （島田、山本、二宮） 優勝  



［女子団体］準決勝土佐Ａ４－５土佐塾、土佐Ｂ７－６土佐Ｃ

      決勝土佐Ｂ（山本、久保、福田）４－２土佐塾  
      優勝  

剣 道  
高知県中学校春季大会  
［男子団体］１回戦１－４野市  

サッカー  

高知県中学校春季大会  
準決勝０－０旭（延長０－０、ＰＫ５－４）  
決 勝１－１明徳 両校優勝（３年連続）  
※大会優秀選手 酒井颯海、示野太遥、大楫将喜  

空手道  
高知県高校春季大会  
［女子個人形］伊東０－５福永（明徳）  

※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  


