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土佐中高特活部通信

いろいろな部活が頑張っています…
【中学男子バレーボール部】高知県中学生ビギナーバレーボール大会 （すべて 1 セットマッチ）
予選リーグ 土佐ｖｓ野市 １－０ 土佐ｖｓ城北 １－０ 土佐ｖｓ香長 B１－０ 3 勝 0 敗
決勝リーグ 土佐ｖｓ西部 １－０ 土佐ｖｓ学芸 ０－１ 3 チームが得失点など全て同じで土佐・西部・学芸が 1 位

【高校男子バレーボール部】高知県高等学校バレーボール秋季大会
1 回戦 土佐ｖｓ宿毛 ２－０ 勝

準々決勝 土佐ｖｓ高知工 １－２ 負 （25－22、２６－２８、１８－２５）

【高校女子バレーボール部】高知県高等学校バレーボール秋季大会
２回戦 土佐ｖｓ嶺北 ２－１ 勝

準々決勝 土佐ｖｓ中央 ０－２ 負 ベスト８

【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〉

１回戦 土佐 A ４４－８ 城北・土佐塾
決勝 土佐 A ３９－２５ 朝倉

〈女子〉

土佐 B ２１－２８ 介良 A

優勝

1 回戦 土佐 A ４７－８ 横浜
決勝

準決勝 土佐 A ３２－１８ 西部

土佐 B ３８－４ 城北

土佐 A ２７－10 土佐 B

土佐 A 優勝

土佐 B 準優勝

【陸上競技部】四国高校新人陸上競技選手権大会
〈男子〉 ４×100m ２T 大野陽平・２S 染田吏熙・２T 今城駿介・１S 小原蒼央 ４位
高知市陸上競技カーニバル
〈男子〉 ４×100ｍ 大野・染田・今城・小原 2 位 ４×400ｍ 大野・今城・小原・染田 2 位
200m 染田 3 位 小原 5 位

100m 染田 5 位

８００ｍ １Ｏ川村祐貴 5 位

４００ｍ 今城 6 位

小原 6 位

〈男子中学〉 １１０H ３Ｅ古味駿都 1 位

８００ｍ ２Ｄ宗石幸大 ４位

１００ｍ 古味

走幅跳 ３Ｃ西森大輔 ６位

6位

１５００ｍ 宗石 5 位

〈女子中学〉 ４×１００ｍ ２Ｄ森本結心・１Ａ岡林らら・１D 仁尾摘麦・２E 白石紗楽

８位

【中学野球部】西原旗高知地区新人野球大会
１回戦 土佐 ９－０ 城西・一宮

2 回戦

土佐 ０－６ 高知

【高校野球部】秋季四国地区高等学校野球大会高知県予選
２回戦 土佐 ３－２ 梼原
３決

準々決勝

土佐 10－２ 宿毛工

準決勝 土佐 ０－８ 高知

土佐 ４－５ 中央

【中学ソフト部】高知県新人ソフトボール大会
１回戦 土佐 ９－２ 窪川（５回）
３決

準決勝

土佐 ２－１２ 仁淀・池川・尾川（４回）

土佐 ９－２ 須崎南・高岡

【高校ソフト部】高知県高等学校ソフトボール秋季大会
２回戦

土佐 11－１ 高知商（4 回）

準決勝 土佐 ５－６ 高知農

３決

土佐 ７―10 明徳 ベスト４

【中学男子バスケットボール部】高知市中学校バスケットボール新人選手権
第 1 試合 土佐 49－21 一宮 第 2 試合 土佐５７－４介良 第 3 試合 53－12 青柳
予選リーグ３勝０敗（１位）

→１１/12・13 本選トーナメント

【テニス部】四国中学校テニス新人大会高知県予選
〈男子〉 準決勝 ３－０ 学芸

決勝 ２－１ 土佐塾

〈女子〉 純決勝 ２－１ 土佐塾 決勝 １－２ 清水

優勝 ：四国大会出場
準優勝：四国大会出場

【バドミントン部】四国総合バドミントン選手権大会
〈一般男子単〉 ３D 黒石遼空 1 回戦 不戦勝 ｖｓ徳島商 2 回戦 ０－２ ｖｓ社会人（香川）
〈一般女子単〉 ２H 田中志歩 ２－０ ｖｓ城東高（徳島）

2 回戦 ０－２ ｖｓ社会人（香川）

【卓球部】第６９回四国卓球選手権大会カデット以下の部
男子シングルス１３歳以下
〃

〃

１４歳以下

１Ｂ松井遥希 … 初戦敗退 （２－３ 愛媛県・濱田君）
２Ｂ下村航大 … 初戦敗退 （１－３ 香川県・川崎君）

2022 年 全日本卓球選手権大会カデットの部 （１０月２８～２９日、奈良県）

男子シングルス１４歳以下

２Ｂ下村航大 … 初戦敗退 （０－３ 青森県・澁谷君）

高知市中学秋季卓球大会
〈男子〉 シングルス（１２１人中） ２Ａ栗原陽清 … ベスト１６
〈女子〉 団体 ３位
シングルス（５５人中） ２Ａ宮内祐里佳、２Ｄ海路悠月、２Ｄ川田梨乃、２Ｅ谷本彩寧

… いずれもベスト８

【中学サッカー部】高知県中学サッカー選手権大会
２回戦

土佐 1－１ 日高 PK3－5

文化部も頑張っています！
【英語研究部】第７４回高円宮杯英語弁論大会中央大会
３A 野本京楓 中央大会出場
第２１回高知県高等学校英語ディベート大会
優勝 The Hackers
１T 金子明弘 １T 平尾遥生 １H 堀内種里 １K 前田昂輝 １N 佐川奨馬 １K 横山大明
準優勝 土佐梅子
２K 小松仁美 ２H 山本夏有里 ２H 国藤日菜子 ２N 藤本佳子 １O 南部杏美 １O 宮脇楓

【美術部】第７６回県展
グラフィックデザインの部

２O 田所龍之介 入選

【軽音楽部】U20 全国オンライン音楽コンテスト 2022
入選：Volume（2T 野村，2K 藍原，2S 谷口）
カヌレ（２H 福永，２O 岡村，２K 武田，２N 泉，２N 松田，２N 和田）
SCHOOL ROCK CONTEST
準グランプリ（2 位相当）受賞 Volume
高知の城下の音楽祭
出演 Volume
たびひろグルメフェス
出演 禁断症状（2T 川村，2H 秋元，2K 西・堀口，2N 矢野）

