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土佐中高特活部通信

スポーツの秋。様々な部活が頑張っています！
【中学野球部】高知県中学校野球選手権大会高知地区代替
１回戦

6－５ 潮江

準々決勝 ５－２ 南海・三里
決勝

１－６

2 回戦

1－0 土佐塾

準決勝

7－０

愛宕

城北 準優勝

【高校野球部】秋季四国地区高等学校野球大会高知県予選
１回戦

３－２ 小津

2 回戦

６－７ 高知

【中学ソフト部】高知県新人ソフトボール大会
１回戦
決勝

２３－0 嶺北・北陵・香我美（３回）
４－０ 仁淀・池川・尾川

準決勝

７－0 大正（5 回）

優勝

【高校ソフト部】高知県高等学校ソフトボール秋季大会
１回戦
準決勝

２０－0 追手前（4 回）

2 回戦

８－１ 須崎総合（6 回）

７－１ 高知農業

決勝

２－７ 岡豊 準優勝

【テニス部】U15 全国選抜ジュニアテニス選手権大会四国地域予選
３A 池内奈々 １回戦 ８－１ 香川県選手

2 回戦 ２－８ 徳島県選手

２C 三宮将介 1 回戦 ６－８ 徳島県選手
四国中学校テニス新人大会高知県予選
〈男子〉 準決勝 ３－０ 高知南 決勝 ２－１ 土佐塾 優勝：四国大会出場
〈女子〉 決勝 ３－０ 学芸 優勝：四国大会出場

【卓球部】高知市中学秋季卓球大会
男子団体 （１１チーム中） … ３位
男子シングルス （１２１人中）
２Ｃ瀨沼昂司 … 優勝！
２Ｂ小八木脩太、 ２Ｄ坂本恵都 … ともにベスト４
２Ｃ野田丸獅、 ２Ｄ明神 治、 ２Ｅ山口裕嵩 … いずれもベスト１６

【陸上競技部】高知県高校新人陸上大会 四国高校新人陸上競技大会予選
〈男子〉 2 位 100m と 200m 溝渕
4 位 100m 染田

４×100ｍ 染田・溝渕・井上・依光

４×４００ｍ 井上・依光・染田・溝渕

男子トラック 32 点（6 位）

３位 走高跳 依光

８位 ４００ｍＨ 今城

男子総合 38 点（8 位）

春野オープン陸上競技大会
〈男子〉 2 位 ４×100ｍ 染田・溝渕・井上・依光
4 位 ４×４００ｍ 井上・大野・山﨑・秋山
四国高校新人陸上競技選手権大会
〈男子〉 ５位 100m と２００ｍ 溝渕

走高跳 依光

走高跳 依光

3 位 １００ｍ 溝渕

６位 ４００ｍ 井上

8 位 400m 今城

【中学サッカー部】高知県高校サッカー選手権大会
２回戦

２－１ 中村西

３回戦

２－０ 朝ヶ丘

準々決勝 ０－１ 高知

【高校サッカー部】全国高校サッカー選手権大会高知県大会
１回戦

３－0 高知南

2 回戦

0－５ 高知商

【ソフトテニス部】高知県高校ソフトテニス秋季大会
〈男子〉 西森・小松東ペア ３位 津村・小松英ペア ベスト 16
〈女子〉 中野・西岡ペア ベスト 16

【登山部】高知県高校秋季大会
優勝 矢野、泉、佐竹、白川
（96.4 点：行動 50・０、生活１４．４、知識９．０、読図１８．０、マナー５．０）

【中学ハンドボール部】高知県中学校ハンドボール選手権大会
〈男子〉

２回戦 土佐 A 31－22 介良 A 土佐 B ３２－18 城北・高知南
準決勝 土佐 A ３１－２２ 朝倉 B 土佐 B ２０－２３ 朝倉 A
決勝

〈女子〉

土佐 A 2７－16 朝倉 A 優勝

土佐 A ３５－４ 城北

土佐 A ３０－12 土佐 B 土佐 B 17－14 城北 → 土佐 A 2 勝 優勝

【高校ハンドボール部】高体連高知市支部大会ハンドボールの部
〈男子〉

準決勝 土佐 ３0－２ 追手前

〈女子〉

決勝

土佐 ２０－3 東

決勝

土佐 １８－13 西・国際 優勝

優勝

文化部も頑張っています！
【英語研究部】第２０回高知県高等学校英語ディベート大会（オンライン開催）
今年の論題は「日本政府は首都機能移転を行うべし、是か非か」で 12 月の全国大会への出場権をかけて行われました。

肯定側選手：山本ひな（高 2）、藤本佳子（高 1）、小松仁美（高 1）、林芽唯（高 2）
否定側選手：山本夏有里（高 1）、戸梶未彩（高 2）、藤本佳子（高 1）、小松仁美（高 1）
予選第１試合否定側で高知追手前に勝利、予選第２試合肯定側で須崎総合に勝利。決勝は肯定側で高知追手前に勝利。

小松仁美（高１）ベストディベーター賞

【ギター部】第 29 回山陰ギターコンクール ジュニア部門Ｂ級
銀賞 １Ｈ 山本夏有里

【軽音楽部】高知県高校軽音楽演奏会軽音祭
優秀賞（2～5 位相当） こっぺぱん（猪野・梅原・沖屋・原） mars（宇田・関・寺村・渡邊・一色）
全国高校選抜ロックフェス 2021
入賞

mars（宇田・関・寺村・渡邊・一色）

