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 Festival！ ～第 23 回向陽祭の準備スタート～  

２年に一度の文化の祭典である「第 23 回向陽祭（平成 29 年 2 月 4 日（土）、5 日（日））」
に向けて実行委員会が発足し、その準備がスタートしました。文化部の活動成果の発表の

場であることはもとより、クラスにとってもその結束を図りクラスの仲間との相互理解を

深めるためのまたとない機会です。各クラブ・クラスともお互いが創意工夫を凝らし、満

足できる Festival（祭り）を作り上げてください。  
【向陽祭実行委員会】  
委員長：近森正二郎 副委員長：井上雄喬、伊與田美咲  
会計：藤本万智、佐々木光 書記：合田梨里愛、篠原ひとみ  
交渉：佐伯美奈、大井田真子 広報：池辺人起、澤村和樹、萩野義明  
模擬店：武市圭史、塚野史隆、齋藤宣樹 ライブ：二宮一喜、岸本開  
委員：野島大資、川崎卓大、安藤覇人、久保颯太郎、井原紅葉、岩崎真子、酒井菜帆、  
   橋本匠、小松兼一、福家史也、神原加奈、杉本沙栄子、田村諒太、近森正太郎、  
   小笠原多喜、吉本智貴、仙頭海、寺村優斗、岡田楓子  

 心 に も 栄 養 を  ～文化行事～  

 本年度の『文化行事』は下記

の要領にて、本校卒業生（90 回

生）で現在東京芸術大学在学中

の山根風仁君をはじめとする 4

名の演奏家による「 Quartet 

Farbe 室内楽コンサート」を鑑

賞します。Quartet Farbe は、

2015 年に、東京藝術大学で共に

学ぶ山根君をはじめ４名(第一

ヴァイオリン:高木凛々子、第二

ヴァイオリン:片山遥、ヴィオ

ラ:金田滉司、チェロ:山根風仁)

で結成された弦楽四重奏団です。Farbe【独:色、色彩】という単語を冠するこのカルテッ

トでは、それぞれ強烈な個性を持った４人が、お互いの音楽をぶつけ合い日々勉強してい

ます。そして今夏にはルーマニア国際音楽コンクールアンサンブル部門にて第２位を受賞

しました。どうぞお楽しみください。 



１．日 時  11 月 17 日（木）13:30～15:00 

２．場 所  体育館 

３．当日の日程 

  朝読なし 

  昼休みの後予鈴（13:05）で、 

高１Ｔから高３Ｎの順で体育館に入る（前から）。 

中１Ａから中３Ｅの順で体育館に入る（後から）。 

13：30～15：00 公演 

  終了後 後片付け 

 

 栄 光 の 記 録  

団体名  大会・コンクールなど  

陸上競技部  
第 47 回ジュニアオリンピック陸上競技大会 

 坂本崇輔 Ｂ（中学 2 年）男子走り幅跳び ３位入賞  

ソフトテニス部  

浜川杯高知県選手権大会 

［男子］ 横江先生ペア 優勝  
 準々決勝 片岡・小松ペア０－４横江知・横江忠（小津ク）  
準決勝  横江知・横江忠４－０スピリタスペア  
決 勝  横江知・横江忠４－２明徳高ペア  

高知県中学校冬季大会  
［男子団体］  
 １回戦３－０清水丘、２回戦１－２南海  
［女子団体］  
２回戦２－１中村、３回戦２－１愛宕  
準決勝０－２県中村  

中学サッカー部  

第 23 回県中学校サッカー選手権大会 準優勝 

２回戦 ７－０窪川、３回戦 ３－０学芸  
準々決勝 ４－０清水丘、準決勝 ２－０佐川  
決 勝 ０－０明徳（ＰＫ３－５）  

高校サッカー部  
第 95 回全国高校選手権大会県大会 

１回戦 ６－０春野、２回戦１－０須崎工、  
準々決勝 ４－４（ＰＫ３－５）小津  

中学ハンドボール部  

高知県中学校選手権大会  
［男子］１回戦 Ａ44－12 横浜Ｂ  準決勝 Ａ26‐39 高知南Ｂ
［女子］１回戦 Ａ31－14Ｂ、決勝Ａ35－10 優勝 
    ※３位決定戦 Ｂ37－12 横浜  

登山部  
高知県高校秋季大会 優勝 

 難波、岡、松本、宮下 



テニス部  

全国高校選抜大会県予選 

［男子シングルス］ 中岡優勝、絹川準優勝  
 準々決勝 中岡６－１松浦（高知）  
      絹川７－５岩瀬（高知）  
 準決勝  中岡８－２山本（西）  
      絹川８－２上村（高知）  
 決 勝  中岡８－２絹川  
［男子ダブルス］ 中岡・絹川ペア 優勝  
 準決勝 中岡・絹川ペア８－２西ペア  
      川村・今井ペア４－８高知ペア  
 決 勝 中岡・絹川ペア８－３高知ペア  
［女子シングルス］ 中山 準優勝  
 準々決勝 中山６－２浜崎（高知）  
      市川６－７山崎（高知）  
 準決勝  中山８－２山崎  
 決 勝  中山１－８田所（高知）  
［女子ダブルス］ 市川・中山ペア 準優勝  
 準決勝  市川・中山ペア８－５高知ペア  
 決 勝  市川・中山ペア２－８高知ペア  

高校  
バスケットボール部  

全国高校選抜大会県予選 

［男子］２回戦 110－21 幡多農  
    ３回戦 91－36 春野  

準々決勝 31－37 高知商  

バドミントン部  

全国選抜大会県予選 

［男子団体］４位  
２回戦 ３－０嶺北、準々決勝 ３－０東工  
準決勝 １－３高知商、３位決定戦 ２－３土佐塾  

［男子シングルス］  
 準々決勝 深木２－０北川（中央）  
 準決勝 深木２－０弘瀬（高知商）  
 ３位決定戦 深木１－２川窪（高知商）  
［女子団体］３位  
 ２回戦 ３－０東、準々決勝 ３－２南  
準決勝 ０－３土佐女 ３位決定戦 ３－２中央  

［女子ダブルス］  
 準々決勝 西原・後藤０－２土佐女ペア  

卓球部  
全国選抜大会県予選 

［男子団体］１回戦 １－３土佐塾  
［女子団体］１回戦 ０－３小津  



［女子ダブルス］岡林・岩川ペア０－３明徳ペア  
高校  

ソフトボール部  
全国高校選抜大会県予選 

１回戦１０－２高知農、準々決勝１－３西 

高校野球部  
秋季四国地区高校野球県予選 

 準決勝  １－５ 中村  
 ３位決定戦 ２－６ 岡豊  

中学野球部  

高知県中学校新人大会 準優勝 

 １回戦 ７－０室戸・佐喜浜  
 準決勝 ２－２清水（特別延長２－１）  
 決勝  ０－３明徳 

柔道部  

［男子団体］準々決勝 １－４南  
［男子個人］90 ㎏級準決勝 大石×－〇門田（岡豊）  
      100 ㎏級準決勝 池田〇－×大谷（岡豊）  
          決 勝 池田×－〇北村（高知） 

総合科学部  

第６回科学の甲子園高知県大会 

 入賞（４位）チームワーク賞 

 斉藤洪成、近森正太郎、近森正二郎、小笠原多喜、坂口陽、 

 高崎元輝、田中陽 

第 13 回新聞感想文  
コンクール  

＜中学生の部＞優 秀 片岡紬、矢野有紗 

       優 良 田村美咲、山本千晴 

第 69 回県展  

＜写真の部＞ 入 選 仁尾明彦先生 

＜洋画の部＞ 入 選 山崎天峰 

＜書道の部＞ 入 選 日比康貴先生 

＜グラフィックデザインの部＞ 入 選 佐藤遼一郎、山本凪紗 

高円宮杯第 68 回  
全日本中学校英語  
弁論大会県大会  

＜弁論部門＞ 読売賞 藤田甲斐 

＜暗唱部門＞ 読売賞 佐々木光 

第 16 回高知県英語  
ディベート大会  

＊The Revenge of TED  優勝 

  大久保柚依、大塚玲央奈、矢野智久、岡林沙佑 

＊The Return of TED 準優勝 

  阿部美青、中村和真、宮田洸貴、伊勢本陸、三好志温、 

  川越崇弘 

＊ベストディベーター賞 矢野智久 

※部の活動状況（大会・コンテストなどの成績）についての情報をお持ちの先生は特活部・

楠目までふるってお願いいたします。 


