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2017.5.12      － ゆうぶんしょうぶ の きせき － 

 勝利をつかめ！ ～高校県体壮行式～  

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 20 日（土）に開幕します（22 日まで）。
その健闘を祈っての「壮行式」が 15 日（月）に行われます。全力で戦うクラスメイトを、
精一杯応援しましょう。  
１．入 場   

    ①  第６限終了後、一般生徒は廊下に整列（１４：００ ２列縦隊、女子前）、選手は
体育館入り口階段より各部ごとに指示通り整列、吹奏楽部の演奏にあわせて入場（係

の先生の指示による）  
    ②  一般生徒入場  １４：０５～１４：２５（１Ｔ～２Ｏは中央階段、３Ｎ～２Ｋは

高校棟階段を使用し体育館へ入場。）  
＊  吹奏楽部も所定の位置に着く（体育館後方）  

    ③  選手入場 １４：２５～１４：４０（旗、盾、カップなど持参）  
 
２．式次第       １４：４０～１５：０５  
    ①  起立・礼、開式の言葉（司会者）（全員起立、選手は回れ右し、正面に礼）  
    ②  団旗授与 学校長から旗手の池田泰久（柔道部）に  

③  学校長より激励の言葉      
④  生徒会長（寺村優斗）より激励の言葉  

    ⑤  選手団団長（野村和正・ソフトテニス部）の宣誓  
⑥  各部の抱負  （部員は起立、放送部員により紹介）  
⑦  校歌斉唱  （全員起立、選手は回れ右）  
⑧  応援部によるエール  
⑧  閉式の言葉（司会者）、礼      （全員ステージ上の校旗に向かって礼）  

     
３．準備と後かたづけ  
      ＊  準備は６限終了後、高１各クラス５名で（３０名）行う  
         選手席、シート、椅子（３４０）教員席（３０）を準備  
      ＊  後かたづけは選手で手分けして行う  



 栄 光 の 記 録  

団体名  大会・コンクールなど  

棋道部  

第 38 回文部科学大臣杯 少年少女囲碁大会 

【団体】優勝（全国大会出場 東京 7 月 30 日～31 日） 
２Ｃ 井上聡、２Ｂ 窪田哲也、１Ｂ 松田智貴 

【個人】１Ｂ 松田智貴 優勝  

（全国大会出場 東京 8 月 1 日～2 日）  
第 53 回全国高校将棋選手権高知県予選 

【団体】優勝（全国大会出場） 宮城県 8 月 3 日～4 日） 
２Ｔ 西田直生、３Ｋ 竹内喬史、３Ｓ 喜多晋之介 

演劇部  第 31 回高知県高校演劇祭 優秀賞  

バドミントン部  

高知県中学校春季大会 

［男子団体］２回戦 ２－伊野南 準々決勝 ２－０鏡野  
      準決勝 ２－０清水、決勝 ２－１春野 優勝  
［男子シングルス］準々決勝 西坂２－１中屋（春野）  
         準決勝  西坂０－２稲津（城北）  
［男子ダブルス］準々決勝 秋沢・北代１－２清水ペア  
［女子団体］２回戦 ０－２介良  
高知県高校春季大会 

［男子ダブルス］  
準々決勝 深木・高橋０－２学芸ペア  

［男子シングルス］  
  準々決勝 深木２－０松本（岡豊）  
  準決勝  深木０－２弘瀬（高知商）  
［女子ダブルス］  
 準々決勝 明神・長瀧０－２土佐女子ペア  

陸上競技部  

第 14 回高知陸上競技カーニバル兼第 30 回リレーカーニバル 

＊男子 200ⅿ 武政龍之介 ３位 

＊女子ハンマー投げ 森田圭香 1 位 

＊中学男子 100ⅿ 大野心碧 ２位 

＊中学男子走り幅跳び 坂本崇輔 １位 

＊中学女子走り高跳び 松本芙希 ３位 

＊男子 4×100ｍリレー ２位（西森、武政、阿久津、平田） 

＊男子 4×400ｍリレー ２位（宮地、平田、西森、武政） 

＊女子 4×100ｍリレー ３位（松崎、濵田、松岡、弘瀬） 

＊女子 4×400ⅿリレー ２位（松崎、濵田、松岡、上平田） 

＊中学男子 4×100ｍリレー １位（坂本、秋田、大野、幾井） 

＊中学男子 4×200ｍリレー １位（大野、幾井、秋田、坂本） 



＊中学女子 4×100ｍリレー ３位（杉村、松下、杉内、片岡） 

第 14 回高知陸上競技カーニバル兼第 30 回リレーカーニバル 

●団体（中学）高知市教育長杯受賞 

●個人 高知市議会議長杯（最優秀選手賞） 坂本崇輔 

＊中学男子 100ⅿ １位 大野心碧 ３位 坂本崇輔 

＊中学男子 200ⅿ １位 大野心碧 

＊中学男子 4×100ⅿリレー １位（坂本、秋田、大野、幾井） 

＊中学男子 走り幅跳び １位 坂本崇輔 

＊中学女子 100ⅿ ２位 松下 葵 

＊中学女子 4×100ⅿリレー 1 位（杉村、松下、杉内、片岡） 

第 71 回高知県陸上競技選手権大会 

＊男子 400ⅿ ３位大野心碧（高知県中学新記録） 

＊男子 4×400ⅿリレー ３位（宮地、武政、阿久津、西森） 

＊女子 4×100ⅿリレー ３位（松崎、濵田、松岡、弘瀬） 

＊女子 4×400ⅿリレー ２位（松崎、濵田、弘瀬、松岡） 

ハンドボール部  

高知県高校春季大会 

［男子］決勝リーグ 20‐15 南、21－31 中央 ２位 

［女子］決勝リーグ 19‐18 東、26－12 岡豊 優勝 

高知県中学校春季大会 

［男子］１回戦 38－19 西部、決勝 28－26 朝倉 優勝  
［女子］決勝リーグ 22－11 城北、28－8 横浜 優勝 

テニス部  
高知県高校春季大会 

［女子シングルス］ 優勝 髙橋 ３位中山 ４位杉原 

卓球部  
高知県高校春季大会 

［男子団体］予選リーグ敗退（1 勝 1 敗）  
［女子団体］予選リーグ敗退（1 勝 1 敗）  

ソフトテニス部  

高知県高校春季大会 

［男子団体］２回戦 ３－０春野、準々決勝 ２－０西、  
      準決勝 １－２中村  
［女子団体］２回戦 ２－１春野、準々決勝 １－２岡豊  
［女子個人戦］準々決勝 福島・浦田ペア１－４中村ペア  
高知県中学校盾大会 

［男子］１回戦 １－２三原  
［女子］２回戦 ２－１須崎、３回戦 １－２宿毛 

バレーボール部  

高知県高校春季大会 

［男子］１回戦 ２－１小津、準々決勝 ２－０学芸  
    準決勝 ０－２高知  
［女子］１回戦 １－２宿毛 

中学ソフトボール部  高知県中学校春季大会 



 １回戦 １－１０香北 

自転車競技部  
高知県高校春季大会 

個人ロード ３位渡辺 

剣 道 部  
高知県中学校春季大会 

［男子団体］１回戦２－２朝倉（ポイント３－４）  
［女子個人］準々決勝 坂西 －メ福家（土佐塾） 

弓 道 部  

高知県高校春季大会 

［男子団体］１回戦 12－11 高知、準決勝 10－7 中村  
      決勝 12－13 岡豊 準優勝  
［女子団体］予選敗退（予選 14 位）  
高知県中学校春季大会 

［男子団体］準決勝 土佐Ａ４－３高知、土佐Ｃ１－４県安芸  
      決勝 土佐Ａ５－２県安芸 優勝  
［男子個人］１位 二宮優大 ６位 猪俣  
［女子団体］準決勝 土佐Ｂ０－２南、土佐Ｅ２－２土佐塾Ｃ  
                  （競射０－１）  
［女子個人］２位 田下 ３位 山本 ６位 宮本  

高校ソフトボール部  
高知県高校春季大会 

２回戦 １－４西  

高校  
バスケットボール部  

高知県高校春季大会 

［男子］1 回戦 47‐73 須崎工 

［女子］1 回戦 34－51 高知農 

中学  
バスケットボール部  

高知県中学校春季大会 

［男子］1 回戦 30‐53 城西  
［女子］1 回戦 29‐58 一宮  

中学サッカー部  

高知県中学校春季大会  

２回戦 ８－０春野、３回戦 １－０清水、  
準々決勝 １－０宿毛、準決勝 １－０朝倉、  
決勝 １－０明徳 優勝 

＊大会優秀選手 沢田弥大、松田庫之助、川村剛司、松下亮太朗 

中学野球部  
第 62 回高知放送杯招待野球大会 

1 回戦 ０－８明徳 

 

※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。 

 


