
   

特活通信 
 

№２ 

2016.5.19      － ゆうぶんしょうぶ の きせき － 

 精一杯の応援を ～高校県体応援割当～  

高校運動部員にとって１年間の努力をすべてぶつけるインターハイ予選あるいは四国

大会出場をかけた「高校総合体育大会」がいよいよ今週末に開幕します。高２以下の一般

生徒は、23 日（土）、24 日（日）両日は下表の通り応援となります。全力で戦うクラスメ
イトを、精一杯に応援してあげてください。  

Ｔ Ｔ・Ｏ Ｈ・Ｓ Ｋ・Ｎ Ｔ 入交 南高校 10:15

Ｈ 集合 8:20 9:00 9:40 Ｈ 小笠原美 高知市体育館 10:30

Ｏ 学校発 8:30 9:10 9:50 Ｏ 鈴木 天王体育館 8:30

Ｋ 春野発 12:30 13:10 14:50 Ｋ 掛水 県民体育館 9:00

Ｓ 引率者 入交・鈴木 小笠原美・町田 掛水・藤井 Ｓ 町田 市営テニスコート 8:30

Ｎ Ｎ 藤井 県立武道館 9:00

Ｔ 髙橋 高知市体育館 9:00 Ｔ 　 Ｔ・Ｈ Ｏ・Ｓ Ｋ・Ｎ

Ｈ 松田 学校（バス） 9:00 Ｈ 集合 8:20 9:00 9:40

Ｏ 櫛本 県立武道館 9:20 Ｏ 学校発 8:30 9:10 9:50

Ｋ 山本 学校（バス） 9:00 Ｋ 春野発 12:30 13:10 13:50

Ｓ 寺﨑 西高校 12:00 Ｓ 引率者 髙橋・松田 櫛本・寺﨑 山本・久米

Ｎ 久米 県民体育館 9:00 Ｎ

（集合場所・試合時刻）

平成28年5月18日

テニス（男女） 9:00 ソフト（ソフトＡ）12:30

野球　　　　　　12：30

平成28年度　第69回高校県体　応援＜改訂版＞

陸上競技　　　     10:00

テニス（男子） 8:30

バスケットボール（女子）

剣道

ソフトテニス・野球
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※バス(トサデン)の乗車場所は陸上補助Ｇの東側の駐車場です。

※バス(トサデン)の乗車場所は陸上補助Ｇの東側の駐車場です。

サッカー　　　　　 10:30

ソフト（ソフトＡ） 　9:30

バレーボール（女子）

卓球

テニス（女子）

剣道

ソフトテニス・野球

東部運動公園　10:20学校集合で春野から帰ってきたバスに乗車

　　　　　　14:00東部発の予定

５月21日（土） ５月22日（日）

高
　
　
１

バスケ（男子）　　13:30陸上競技　　　10:00

天王体育館　10:20学校集合で春野から帰ってきたバスに乗車

　　　　　　14:50天王発の予定

（集合場所・試合時刻）

 
なお、下記の生徒以外は自転車での会場乗り入れはできません。公共交通機関を利用し

てください。  
 ①：春野運動公園へ行く選手、応援生徒で鷲尾山系より南側に在住する生徒  
 ②：東部総合運動場へ行く選手。  
 ③：青少年体育館（天王）へ行く選手。  
 ④：青少年センター（野市）、野市ふれあい広場、南国市スポーツセンター等へ行く選手。  



春野総合運動公園試合会場図 
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太字は主将

陸上競技 中村一清(3H) 池澤雄太(3O) 山﨑大生(3N) 森　大晟(3H) 坂本駿人(２T) 宮地博紀(２T) 西森大起(２T) 五味弘一郎(2N) 武政龍之介(2K) 楠本泰斗(2S)

男子１４名 松本昴大（2S） 山本竜生（1T） 阿久津佑熙（1S） 平田悠一郎（1S）

女子１０名 宮本結月(2T) 松崎文香（1T） 濵田沙弥（1K） 松本悠希（1S） 竹森菜咲(3K) 島崎　葵(3N) 濱岡美空(3O) 山本光紅(3K) 梶田　彩(2T) 松岡愛莉(2H)

水　泳 道端智紀(3H) 東富隆馬(3N) 諏訪裕俊(3K) 徳弘雄太(3S) 岡田　陸(3N) 松田昴大(3N) 井上龍也(2K) 江口穣太郎(2O) 高橋知希(2O) 土居拓矢(2S)

男子１５名 松岡　潤(2N) 尾原健太（1O） 北川真生（1H） 本越孝昌（1S） 森田直樹（1O）

女子３名 北添日菜(3H) 大塚咲季歩（1N） 村山麗美（1N）

卓　球 細木　洋(2S) 大塚玲央奈(2N) 杉本泰基(2O) 三好志(2K) 矢野智久（2H） 益永雄斗（2T） 西田周哉（1K） 森田達也（1K） 釣井叶夢（1K） 西岡裕人（1O）

男子１２名 中越健太（1H） 西村仁志（1S）

女子１０名 戸梶瑞保(3S) 藤本あかり(3H) 大畠杏菜(3O) 岡林沙佑（1T） 山本知穂（1N） 大本梨央（1N） 岩川理桜菜（1T） 江口京花（1S） 篠原ひとみ（1T） 山崎葵咲（1K）

ハンドボール 竹中謙太郎（3S） 横川貴紀（3K） 竹内啓将（3S） 三好史哲（3H） 二宮一喜（2O） 森下　丈（3T） 佐竹啓志（3T） 中村優希（3H） 小林郁海（3S） 森山紀彦（2S）

男子１６名 長谷部　佑（3S） 宮崎慎丈（3T） 中山力太(3T) 萩野義明（2S） 藤本万智（2N） 木村佳央（2S）

女子９名 吉岡桃子（1O） 松山亜未（3T） 水田有紀（1S） 橋本史織(2K) 藤田真実(3K) 畠中みづき(2T) 藤木結葉(3K) 吉本菜々子(2H) 穂積侑伽(3N)

山下知輝(3O) 首藤風真(3T) 野並渓太(3S) 國藤裕成（3T） 久保田大賀(3H) 井上巨人（3H） 川村竜之（3O） 濵渦亮輔（3N） 島崎達也（3O） 宇田卓正（3N）

矢部　葵（2T） 吉本貴哉（2H） 西口綜一郎（2K） 山下昌悟（1H） 福田永雅（2N） 岡本寧々(3Ｓ)

男子１６名 森田絵梨奈(3O) 笹岡美風(3T) 伊勢田菜織(3S) 有澤志織(3H) 吉永真耶(3S) 佐野陽之里（2T） 合田七瀬（1O） 中山　栞（1H） 西村香乃（1H） 大久保朝香（1T）

女子１１名 杉村美歩（1H）

ソフトボール 林　左京(3K) 海保哲太(3K) 下元　皐正（1K） 田村諒太(2T) 橋本　匠(2O) 山本詩文(3O) 小川航平(2H) 潮田和季(3T) 菊池泰成(2O) 島村駿輔（1K）

男子１７名 武市圭史（2T） 井上聡司(2N) 井辺智尋（2O） 長山　黎（1N） 中内計杜（1T） 矢野龍太郎（1N） 吉本太一（2S） 三木紀佳（2N）

女子　１名

小崎群青(3S) 森澤文晶(3H) 和田亜里斗(3S) 森　厚太(3H) 宇賀　稜(3T) 藤田大生(2H) 平野空暉(2O) 中内優太(2O) 森澤友貴（1T） 峯　勘人（1K）

近藤康介（2N） 山田美来（3T)

男子１１名 津野友里(2N) 島田　碧(2O) 西岡里紗(2S) 川田千尋(2O) 宮越すみれ(2S) 有澤陽菜(2T) 岡田楓子（1N） 福川智巳（1K） 水口真紀（1H）

女子１０名

剣　道 安藝耀太郎(3O) 敷地貴斗(2O) 片山晃輔(2T) 安岡達郎(2T) 中田浩之(3N)

男子５名

女子１名 田村優衣(3O)

柔　道 恒石大河(3N) 森　樹伸（1K） 正木龍一朗（2N） 吉本　侑仁（1S） 大石侑璃（1K） 池田泰久(2S) 山村航洋(3S)

男子７名

女子１名 秋田早央里（1O）

長瀧弘大(3N) 本田竜也(3K) 岩本雄太(3K) 猪野祐大(3O) 岩松完龍(3N) 福田智仁(3T) 橋田真一朗(3K) 植田大雅（3H） 安部寛太（2S） 深木洸哉（1O）

古谷優樹（1S） 落合広弥（1K）

男子１２名 弘末瀬菜(3H) 真木淑乃(3T) 清遠晏未(3S) 中村　遥(3T) 小松加奈(3N) 野瀬美月（3K） 明神可奈（2K） 西原菜々香（1K） 後藤涼花（1K） 上岡優菜（1H）

女子１２名 伊與田美咲（1K） 三谷彩佳（1N）

片岡優斗(2H) 岩﨑小太郎(2S) 西田悠成(2H) 山口大偉(2T) 野村和正(2K) 小松大誉(2T) 眞鍋祐心（1H） 萩野寛記(2S) 形岡冬曲(3K) 氏原壮史(2O)

鵜島明良(2K) 上谷祐貴（1O） 室橋慎太郎(3K) 政平永遠(3T) 谷岡　虹(2K) 濱田康祐（1N） 河野諒太(2T) 藤本世人(2O) 安藤大智(2T) 岩井竣亮(2S)

男子３０名 市川直樹（1H） 里見直樹(2N) 二俣翔太（1O） 鍵山明伸(2O) 三保優太(2H) 髙橋一史（1N） 前田悠生（1S） 堀口洋希（1N） 峯瀬　平（1T） 川口大輝（2H）

女子１０名 福島なの(2N) 吉田　雅(2H) 小笠原愛美(3H) 南部香奈(3K) 宮﨑麻衣（1O） 浦田有里（1H） 村山真理子(3T) 中村真由香(3T) 小松梨那子（1O） 梶谷奈央（1N）

サッカー 楠瀬章太(3T) 西成祥克（2O） 吉村考純(3H) 前田優作（3O） 須藤大晴(3H) 川田柊翔（1H） 原　玲音(3H) 小原樹月(3T) 土居雄人(3N) 高芝　蓮(3T)

男子１７名 杉山雄紀(3N) 前中完太（1S） 松下湧士(2O) 西田豊顕（1S） 中澤　仁（1N） 田所剛之（1S） 松本倫太朗（1O）

筒井　尚登（1T） 大坪慎一郎（1T） 小松　幹（1T） 大黒悠生（1O） 中平啓太（1N） 久貝航太郎（1S） 早川天眞（1K） 中澤　樹(2O) 岡田千裕（2O） 岡田一希(2N)

稲葉　崇(3O) 吉光創之(3N)

男子１２名 川村紫乃（1H） 島本香子（1O） 国沢尚香（1N） 島﨑翔子（1N） 松本桃奈（2H） 朝倉緋奈子(2S) 山口凛子（2T） 有吉陽向(2N) 土居内晴香(2K) 岡内美有(3T)

女子１２名 大野由愛(3N) 澤本佑里佳(3O)

登　山 北添大稀(3S) 難波　龍(2S) 伊野部重仁（2K） 岡　竜生（1S）

男子４名

中岡祐太(2S) 石津広海(3S) 白石廉太郎(3T) 佐竹諒介(2N) 絹川仁康(2H) 梅田俊介(3N) 宮﨑智也(3N) 川村知希(2H) 池田絃人(2S) 今井啓太（2N）

中田幸佑(2K) 佐々木　慧（1T） 吉本智貴（1O） 濵田瑞起（1O） 仙頭　海（1N） 大岩祐貴（1N） 松﨑麟太朗（1N） 堅田直暉（1N） 小松海透（1K） 八井田龍生（1S）

武市匡弘（1T） 福岡葵心（1H）

男子２２名 中山菜々子（1S） 谷本奈美枝(3O) 市川柚香(2S) 濵　光咲(3H) 小松芽衣(3K) 森本あさひ(3T) 岡村香里奈(3O) 前田華歩(2K) 土居玲奈(2T) 山本真里恵(2N)

女子１３名 安藝舞依子（1S） 久保佳子（1N） 大久保茉柚(3T)

自転車競技 岸本　開(2S) 池野元紀(2N) 森澤　烈（2T） 渡辺陸斗（1K） 篠原祐樹(2N) 森口和史(3O) 下保皓明(2S)

男子７名

清岡和俊（2S） 楫　憲吾(3K) 岡田直樹（2H） 井上智三郎（2T） 吉川勝太(3O) 馬場純平(2N) 松原頌季(3N) 吉川周佑(3S) 吉原太朗(3H) 武市陽登（2K）

津野透生（2H） 佐野遼平（3O） 保木正太郎（2K） 土居聖幸（2N） 岡林真世（2H） 近藤　敦（2S） 土居凌太郎(3N) 福本浩大（1O） 恒石大輝（1S） 柴田大輔(2K)

男子２１名 梅原僚都（3N）

＊ 男子チームの人数には、女子マネージャーを含む。

2016年度　高校県体　出場選手一覧

バレーボール

ソフトテニス

斜体はマネージャー(スコアラー）登録

野　球

バドミントン

バスケットボール

弓　道

テニス



 勝利を目指せ！ ～中学クラスマッチ～  
ゴールデン・ウイークも終わり、中学１年生も多くの者がクラブへの入部をし始めてい

ます。気温の上昇とともに中学生のエネルギーも沸騰し、クラブ活動も熱を帯びてきまし

た。そうした中、下記の日程で『クラスマッチ（球技大会）』が行われます。クラス全員が

結束し、フルに力を出し切って学年さらには中学校優勝を目指してください。  
≪日程≫  

＊５月２１日（土）  ８：３０  ホーム～開会式  
         ９：００  競技開始  
          ※最終試合終了予定時刻 １４：００  
   13：00 以降、クラスの試合がなくなった時点で終礼  
＊５月２２日（日）  ８：３０  ホーム  
   ９：００  競技開始  
          ※最終試合終了予定時刻 １４：００  
    １４：２０  閉会式 全員が体育館に集合  
      １５：００  終礼  
＊５月２５日（月） 代休  
≪注意事項≫  
＊服装：体操服。クラスの色のハチマキを着用すること。  
＊昼食：学校内、新グラ内で各自で食べる。学校の食堂は 11：00～13：00 利用可能。

ジュース類の飲み物は学内で常時販売。学校外の店で購入したり、飲食することは厳禁。 
＊貴重品：貴重品袋に入れて主任に預ける。  
＊交通：新グラ往復は原則としてシャトルバス。自転車の使用は、中央委員・審判・救護のみ。 
＊女子更衣室：中３ 物理実験室  中２ 生物実験室  中１ 美術室   
       なお、更衣室は 9：00～13：00 まで施錠されます。貴重品やお弁当・水筒

などは置かないこと。  
＊その他：① 爪は切っておきましょう。  
     ② ソフトボールでの打者は、振ったあとバットを投げないよう気を付けてください。  
     ③ ケガなどないよう気を付けて頑張ってください。  
＊種目 試合会場  

  中1 中2 中3 
 人数 場所 人数 場所 人数 場所 

バスケ  （男） 5 体育館 5 体育館 5 体育館 

       （女） 5 体育館 5 体育館 5 体育館 

ドッジ  （男） 8 学グラ 7 学グラ 7 学グラ 

       （女） 8 体育館 9 体育館 10 体育館 

キック  （女） 8 新グラ 9 新グラ 9 新グラ 

サッカー（男） 9 学グラ 9 学グラ 9 学新グラ 
ソフト   （男） 8 新グラ 8 新グラ 8 新グラ 


