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土佐中高特活部通信

運動部のおもな活躍

NO．
NO．４

（令和 4 年度 4 月～6 月のまとめ）

全国大会出場クラブ
◆団体◆
バドミントン部男子

インターハイ出場（７月 徳島）

３O 小山武瑠 ３H 鶴和日明 ３T 谷優希 ３O 溝渕主真 １K 大崎陽太 ３K 山口拓夢 ３N 南橋日向 ２H 竹﨑悠真

テニス部男子

インターハイ出場（７月 高知）

３S 市𠮷風音 ３O 大谷卓矢 ２H 斉藤名趣 ２O 濱口竜輝 ２H 山田倫太朗

テニス部女子

インターハイ出場（７月 高知）

３N 林芽唯 ３K 中内可乃 ２O 山中星空来 １H 池内奈々 １O 岩崎紗智

弓道部女子

インターハイ出場（８月 徳島） 紫灘旗全国高校遠的弓道大会（8 月 福岡）

３S 御庄暁子 ３S 中西心春 ２N 川村優果 ２N 田内友菜 ３O 久保一穂 １N 西岡ももこ １S 御庄紀子

弓道部男子

紫灘旗全国高校遠的弓道大会（8 月 福岡）

2N 北川秀真 １S 猪俣碧斗 １O 佐竹恒亮 ２O 正瑞忠誠 ２O 金田啓希 ２N 野口くおん ３N 寺川大輝

ハンドボール部女子

インターハイ出場（７月 愛媛）

２K 清本紗矢 ３T 吉田琴音 ３K 西村萌夏 ３T 町田神響 ３K 松本奈子 ３O 中山日南子 ２H 前田こなみ
２T 竹中日菜 １O 和田聖来 １S 福田遥菜 １S 中村爽世 １S 千田美海 １T 山本佳実

登山部

インターハイ出場（８月 香川）

３T 矢野颯汰 ３T 泉 杏爾 ３K 佐竹秀太 ２N 白川絢也

◆個人◆
バドミントン部男子 ダブルス ３O 小山武瑠・３T 谷優希

テニス部

空手道部

インターハイ出場（７月 徳島）

シングルス ３O 小山武瑠

インターハイ出場（７月 徳島）

女子 シングルス ２H 田中志歩

インターハイ出場（７月 徳島）

男子 ダブルス ３S 市𠮷風音・３O 大谷卓矢

インターハイ出場（７月 高知）

シングルス ３S 市𠮷風音

インターハイ出場（７月 高知）

女子 シングルス １H 池内奈々

インターハイ出場（７月 高知）

女子 個人形

インターハイ出場（８月 愛媛）

１H 安藤実花

ライフル射撃 女子ビームライフル ３H 村中美月

全国高等学校ライフル射撃競技選手権（７月 広島）

自転車競技部男子 U-17

全日本選手権ロードレース（6 月 京都）

２N 林優明

- 中学 空手道部 男子 個人形

２D 安藤伊央

陸上競技部男子中学四種競技

３E 古味駿都

全中出場（8 月、鹿児島）
全日本中学校陸上競技選手権大会（８月、福島）

└110mH・砲丸投げ・走高跳・４００ｍを点数化して競う競技

四国大会出場クラブ
四国高等学校総合体育大会（6 月）出場クラブ 【団体・個人】
◎バドミントン部 【男子団体】【女子団体】【男子シングルス】【男子ダブルス】【女子シングルス】
◎テニス部

【男子団体】【女子団体】【男子シングルス】【男子ダブルス】【女子シングルス】【女子ダブルス】

◎ハンドボール部 【男子】【女子】
◎弓道部 【男子団体】【女子団体】【女子個人：4 名出場】
◎登山部
◎卓球

【男子シングルス】

◎空手道部 【女子個人形】
◎柔道部 【男子 100kg 級】
◎ライフル射撃
◎自転車競技部 県体では 4 種目で優勝（2 年連続の４度目の団体優勝）。IH 出場は、四国大会の成績で決定。
◎陸上競技部
◎水泳部

県体で 6 位入賞した 6 種目で四国大会に出場。IH 出場は、四国大会の成績で決定。
IH 出場は、四国大会の成績で決定。

文化部のおもな活躍

（令和 3 年度 4 月～6 月のまとめ）

とうきょう総文（全国高等学校総合文化祭：8 月）出場クラブ
棋道部 囲碁部門 個人戦 ３K 松田智貴
将棋部門 個人戦 ３K 岩原隆晟
合唱部

団体戦 １O 大塚正敏 ２K 中嶋悠人
団体戦 ２K 垣内智晴 １N 峰友拓真 １S 西山晃生

３H 間城亜弥奈 ３S 石田有典 ２K 中島 航 １O 松井知香 １S 公文寛美 ３B 三谷心優 ３E 徳弘華子

オーケストラ部 2T 濵渦智佳子 2H 岡本桃寧 2O 岸田 優 2O 北村 実 2O 千々和万絢 2K 國廣 楓
2K 小松仁美 2K 谷脇璃美 2K 西村萌花 2S 中島悠奈 1T 石黒華子 1T 山岡由美華
1T 駄場早優美 1T 津田咲良 1H 弘田幌葵 1H 松岡龍一郎 1K 有光真央 1K 和田清香
3B 山崎萌々子

3C 堅田愛里珠 2A 田邊龍之介 2D 岡村侑奈 2D 篠原悠月 2D 中澤日菜子

吹奏楽部 3T 三宮永愛（ホルン） 3H 下元貴子（ユーフォニウム） 3H 杉本琳香（サックス） 3H 津野百花（トランペット）
3H 森田果楓（オーボエ） 2T 山本さくら（クラリネット）
練習時間は短くなっていますが、いい演奏が出来るよう取り組んできます。

かるた部 主将：３O 市原彩子 副将：２H 森沢茉歩 ３Ｔ西内彩樺 ３Ｓ安部栞 ２Ｔ窪添小春 ２Ｋ竹村理子
２Ｋ野中美咲 １Ｋ細木麻央

創部以来、最強メンバー。今年こそ 1 勝❕❕（と思っていましたが…先日の四国大会で団

体戦で初の 1 勝❕❕ コツコツ続けること，その先に次の勝利への道が開けてくることを感じたうれしい 1 勝でした。）

文芸部

２N 早川知香

美術部

美術・工芸部門 ３T 泉杏爾 （作品は裏面をご覧ください。）

放送部

朗読部門 ３H 梶美咲

オーディオメッセージ部門 ３H 梶美咲 3N 竹内佐織 3N 戸梶未彩 2N 藤本佳子

鍛えてきた声と作品で高知の魅力を伝えてきます。

軽音学部 Volume（2T 野村慎之介、2K 藍原藍那、2S 谷口榛）
その他の全国大会出場クラブ
棋道部

団体戦 ３K 松田智貴、２K 中嶋悠人、１O 大塚正敏 個人戦 ３K 松田智貴 １O 大塚正敏
→ 文部科学大臣杯全国高等学校囲碁選手権大会（8 月 東京）に出場

棋道部

２E 村松快英 → 全国中学生選抜将棋選手権大会（8 月 山形）に出場

泉杏爾「perspective」

