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土佐中高特活部通信

春季大会の主な結果
高校県体（5 月）、中学県体（7 月）の前哨戦ともいえる春季大会で続々と好結果が出ています。

【高校ソフトボール部】高知県高校ソフトボール春季大会
２回戦 ２－０高知農業

準決勝 ９－１明徳（6 回）

決勝 ７－０須崎総合（6 回）

39 年ぶりの優勝

【中学ソフトボール部】高知県中学校ソフトボール強化大会
１回戦 ７－１嶺北・大豊町・北陵 準決勝 ３－２窪川

決勝 ５－４仁淀・池川・尾川 2 年連続優勝

【中学バドミントン部】高知県中学校バドミントン春季大会
男子シングルス ３D 黒石遼空 優勝（2 連覇） 準々決勝 ２－０鏡中 準決勝 ２－０朝倉中 決勝 ２－０朝倉中
男子ダブルス ３B 坂本慶太・３B 寺尾樹 優勝 準々決勝 ２－０一宮中 準決勝 棄権勝ち 決勝 ２－０ 香長中
男子団体（坂本・寺尾・黒石） 優勝 準々決勝 ２－０大川小中 準決勝 ２－０一宮中 決勝 ２－０ 香長中
【弓道部】高知県中学校弓道春季選手権大会
男子 土佐 A 団体 3 位 ２C 矢野 個人 5 位 女子 土佐 A 団体 優勝 ３E 福井 個人 準優勝
【中学サッカー部】高知県中学校サッカー春季大会
３回戦 ０－０（４PK２）窪川 準々決勝 ２－０佐賀 準決勝 ０－１明徳 ベスト４
【卓球部】高校春季卓球選手権大会
男子 団体 （１６チーム中） … 決勝トーナメント１回戦敗退 （５～７位に相当）
ダブルス （７８組中） ３Ｈ木村 当・３Ｈ近森恒太組…ベスト１６ シングルス （２０１人中） ３Ｈ木村 当…ベスト３２
女子

シングルス （６９人中） ２Ｏ油野颯希、２Ｓ石井千月、１Ｋ古里重亜…いずれもベスト３２

中学春季卓球選手権大会
男子

団体 （４５チーム中）…ベスト１６ シングルス （４２１人中） ３Ｄ野田丸獅、 ３Ｄ明神 治…ともにベスト３２

女子

団体 （２１チーム中）… ベスト８

中学学年別春季卓球大会
男子

１年シングルス （２７人中） １Ｂ松井遥希…ベスト８ ２年シングルス （２０１人中） ２Ｂ下村航大…ベスト４
３年シングルス （１８０人中） ３Ａ田村俊翔…ベスト１６

女子

２年シングルス （９５人中） ２Ｅ谷本彩寧…ベスト１６

【陸上競技部】高知市陸上競技大会
第 1 位 男子４✕100m ２S 染田・３T 溝渕・３S 井上・３S 依光 男子中学 110mH ３E 古味 走高跳 古味
第 2 位 男子走高跳 依光 第 3 位 男子２００ｍ 溝渕 第 5 位 男子４×400m 井上・３H 秋山・１S 小原・２T 今城
第 6 位 女子 800m １N 森本 第 7 位 女子４×100ｍ １Ｓ乾・２Ｔ森田・１Ｈ佐竹・１Ｈ藤井 女子 800m ２N 松﨑
高知県陸上競技選手権大会
第 1 位 男子中学 四種競技 古味 2521 点（第 49 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破）
第 3 位 男子４✕100m 染田・溝渕・井上・依光 男子 1００ｍ 溝渕 第 4 位 男子走高跳 依光
第 6 位 男子４✕400m 井上・秋山・小原・1O 川村 第 7 位 男子４✕400m 染田・３O 宮崎・２N 山﨑・３N 繁桝
【中学ソフトテニス部】高知県中学校ソフトテニス春季大会
３E 中澤・１E 野中ペア ベスト８
【高校ハンドボール部】高知県高校ハンドボール春季大会
男子 1 回戦 35－16 岡豊 準決勝 ３３－１７南・西・国際 決勝 21－40 中央 準優勝
女子 リーグ戦 34－1 国際 ２６－１５東 優勝
【高校男子バレーボール部】高知県高校バレーボール春季大会
１回戦 ２－０小津 準々決勝 ０－２高知商
【高校女子バレーボール部】高知県高校バレーボール春季大会
１回戦 不戦勝 佐川 2 回戦 ２－０四万十 準々決勝 ０－２中央 いい試合でした！
【水泳部】高知県春季水泳競技大会
第 1 位 50m バタ 100m バタ ３O 奥田 100m 背泳ぎ ２A 苅田 200ｍ背泳ぎ ２C 森田 １００ｍ平泳ぎ ３Ａ谷
第 2 位 50ｍ自由形 奥田 100m 背泳ぎ 200m 背泳ぎ ２T 岩崎 100m バタ ２O 大田 50m 自由形５０ｍバタ ２D 山中
第 2 位 100m バタ森田 50m バタ １T 二宮 第 3 位 100m 平泳ぎ ２S 下元 50m 背泳ぎ １H 遠賀 １００ｍバタ二宮
【棋道部】高知県高校囲碁春季大会
第 1 位 ３K 松田智貴（東京総文男子個人の部高知県代表決定）
第 2 位 １O 大塚正敏（東京総文高知県団体チーム主将として出場決定）
第 3 位 ２K 中嶋悠人（東京総文高知県団体チーム副将として出場決定）
全国高校将棋選手権大会高知県予選
将棋部門個人戦 優勝 ３K 岩原隆晟 優勝（東京総文出場）
将棋部門団体戦 優勝 ２K 垣内智晴 １N 峰友拓真 １S 西山晃生 優勝（東京総文出場）
全国中学生選抜将棋選手権大会高知県予選
２E 村松快英 優勝 全国大会（山形）へ
【演劇部】高知県高校演劇祭
２S 髙橋七菜子 優秀演技賞

まもなく高校県体（5 月 21 日・22 日・23 日）が開幕します。
本校からは、陸上・水泳（6 月に県体開催）・卓球・ハンドボール・バスケット
ボール・ソフトボール・バレーボール・剣道・柔道・バドミントン・ソフトテニス・
サッカー・弓道・登山・テニス・自転車競技・空手道・ライフル射撃・野球の各
選手・クラブが出場します。300 人を超える本校の選手団の団長はバドミント
ン部主将の小山武瑠君、旗手はサッカー部主将の濵田恭輔君です。
今年度（令和 4 年度）のインターハイは、四国４県（セーリングは和歌山県）で
開催され、高知県では、８競技 10 種目の競技が行われます（高知県の競技は、
7 月 26 日から 8 月 23 日の期間で、高知市と南国市で行われる予定です）。
参加する選手や監督は、全競技で 3 万 5000 人を超えます。まさに高校生最大
のスポーツの祭典ですね。
土佐高校からたくさんの選手・クラブが四国インターハイに出場することを祈っ
ています！！

