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2018.6.27      － ゆうぶんしょうぶ の きせき － 

 夢の実現を目指して ～県高校体育大会、四国大会結果～  

 他競技からほぼ１か月遅れで水泳競技の県体が

6 月 9 日、10 日の両日くろしおアリーナで実施さ
れ、女子団体は 2 位、男子団体は 3 位と健闘しま
した。なお、インターハイへの出場権は 7 月 13
日から開幕の四国選手権（松山市で開催）で決定

します。健闘を祈っています。そして、インター

ハイの予選を兼ねた四国高校選手権大会において

陸上競技部が男子 4×400ｍリレーで 4 位に、そし
て個人でも大野心碧君が 400ⅿで見事優勝し、6
位入賞の平田悠一郎君ともどもインターハイ出

場の切符を勝ち取りました。さらには男子走り幅跳びで坂本崇輔君も 6 位入賞でインター
ハイ出場です。おめでとう！  
 
 

 

  クラブ名  結 果  

１  水 泳  

◎第 71 回高知県高校体育大会 

［男子団体］３位  
＊100ⅿ平泳 細川２位  
＊400m メドレーリレー ３位（森、細川、東内、下元）  
＊800ⅿリレー ３位（久保、東内、下元、山西）  
［女子団体］２位  
＊100ⅿ平泳ぎ 山本３位  
＊200ⅿ平泳ぎ 谷脇２位  
＊100ⅿバタフライ 大塚２位 

＊200m バタフライ 大塚咲希歩 1 位 

＊200ⅿ個人メドレー 谷脇２位 

＊400ⅿリレー １位（山本、濱内、谷脇、大塚） 

＊800ⅿリレー ３位（谷脇、濱内、山本、大塚） 

＊400ⅿメドレーリレー １位（谷𦚰、山本、大塚、濱内）



≪四国大会の主な結果≫  
 クラブ名  結 果  

１  陸上競技  

［男子］  
＊400ⅿ 大野 １位、平田 6 位
＊走り幅跳び 坂本 6 位  
＊4×400m リレー ４位  
（西森、大野、中沢、平田）  
 ※インターハイ出場  
（8 月 1 日～、三重県伊勢市）  

２  弓 道  
［男子団体］予選敗退  
［女子団体］予選敗退  

３  バドミントン  

［男子］ 

＊団体 1 回戦 0－3 坂出工 

＊ダブルス 準々決勝０－２新田ペア 

［女子］ 

＊団体 1 回戦 3－0 富岡西 

    準々決勝 1－3 英明 

４ ソフトテニス ［男子団体］1 回戦 １－２徳島科技 

５ テニス 

［男子団体］1 回戦２－１小豆島中央 

      準々決勝０－２城南 

［女子団体］1 回戦１－２高松桜井 

６ 登 山 ３位 

７ ハンドボール 
［女子］ 

準々決勝 16－15 松山商、準決勝 14－19 城北 

 

 中学生も大活躍!! ～高知地区中学校総合体育大会結果～  
 高校生に続けと、中学運動部の県体への前哨戦である高知地区総合体育大会が行われ、

団体では水泳部男子、サッカー部、ハンドボール部女子、弓道部男子、テニス女子が優勝

を成し遂げました。快挙です、おめでとう！！ ７月の県体（7 月 21 日～23 日、16 競技

に男子 173 名、女子 71 名が参加）ではより一層の活躍を期待しています。 

 

［高知地区総合体育大会の結果］ 



 クラブ名  結 果  備 考  

１  陸上競技  

［男子］  
＊３年 100m 小野 １位  
＊1500m 西田 ３位  
＊4×100m リレー ２位（吉村、小野、宮下、梶田） 
［女子学校対抗］  
［女子］  
＊1500m 安藤 ２位   
＊走り高跳び 松本 １位  

多数の者が標準

記録を突破し県

体出場  

２  水 泳  

［男子学校対抗］優勝 

［男子］  
＊1 年 50ⅿ自由形 秋元 ３位 
＊50ⅿ自由形 廣田 ２位  
＊1500m 自由形 高橋 １位、白神２位  
＊1 年 50ⅿ背泳ぎ 岩﨑 １位  
＊100ⅿ背泳ぎ 池内 １位 

＊200ⅿ背泳ぎ 池内 ２位、吉松 ３位  
＊1 年 50ⅿ平泳ぎ 下元 ２位  
＊200m 平泳ぎ 奥田 １位、濵田 ３位  
＊1 年 50ⅿバタフライ ２位 大田  
＊400m 個人メドレー 奥田 １位、大田 ２位  
＊400ⅿリレー ３位（高橋・池内・廣田・白神）  
＊400ⅿメドレーリレー ２位 

（池内・奥田・高橋・廣田）  
［女子学校対抗］２位  
［女子］  
＊1 年 50ⅿ自由形 室 ２位  
＊50m 自由形 山脇 １位、村中 ２位  
＊200ⅿ自由形 大塚 ２位 

＊400ⅿ自由形 大塚 ２位 

＊800ⅿ自由形 三宮 ３位 

＊400ⅿリレー ３位（三宮・大塚・村中・山脇）  

＊県体は別個

開催  

４  サッカー  準決勝 １－０旭、決勝 １－０高知 優勝  県体出場  

５  ハンドボール  
［男子］準決勝 28－25 高知南、決勝 15－27 城北  
    準優勝  
［女子］決勝リーグ 2 勝 優勝  

男女、県体出場

６  軟式野球  
１回戦１－０西部、 ２－０朝倉、  
準決勝４－５城北  

県体出場  

７  ソフトボール  決勝戦 ３－５学芸 準優勝  県体出場  



９  ソフトテニス  ［男子団体］県体出場   

10 
バスケットボール

部  

［男子］1 回戦 53－50 城西、2 回戦 42－67 西部  
 代表決定戦 63－49 潮江  
［女子］1 回戦 32－75 三里  

男子県体出場  

11 卓球部  県体出場  

12 バドミントン  

［男子団体］準決勝１－２一宮  
［男子シングルス］準決勝 高橋２－０種田（春野） 
       決勝  高橋２－１小山武（高知南） 
            優勝  

男女団体、県体

出場  
 

13 弓 道  

［男子団体］  
 準決勝 土佐Ｂ４－５高知、土佐Ａ７－１土佐塾  
 決勝 土佐Ａ８－５高知 優勝  
［男子個人］  
 ２位 猪俣 ３位 稲田  
［女子団体］  
 準決勝 土佐Ｃ２－４土佐塾Ａ  

男女団体、県体

出場  
 

14 テニス  

［男子団体］準決勝０－３学芸  
［男子シングルス］  
 準決勝 市吉５－７市川（高知）  
［女子団体］準決勝３－０土佐女  

決勝２－０学芸 優勝 

［女子シングルス］  
 準決勝 山田６－０中野  
 決勝  山田６－０杉浦（高知） 優勝 

＊県体は別個開

催  

クラブ名  結 果  

テニス部  

＊県選手権ジュニアの部 

［男子 14 歳以下シングルス］  
 準々決勝 市吉６－１前田（香南 Jr）  
      大谷６－４桐山（香南 Jr）  
 準決勝  市吉６－４大谷  
 決勝   市吉５－７市川（高知中） 準優勝  
［男子 14 歳以下ダブルス］  
 準々決勝 市吉・大谷６－０香南 Jr ペア  
 準決勝  市吉・大谷６－０高知ペア  
 決勝   市吉・大谷６－２学芸ペア 優勝  
［男子 16 歳以下ダブルス］  
 準々決勝 都築発・植田６－１学芸高ペア  
 準決勝  都築発・植田６－２ＦＳＳペア  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 文化部も負けじと活躍  

 運動部の活躍ぶりに負けじと文化部も大活躍しています。下記の通り放送部、映画部が

大会・コンクールで優秀な成績をおさめ、全国大会への出場を勝ち取りました。  
【主な文化部の活動成績】  

 決勝   都築発・植田４－６中央高ペア 準優勝  
［男子 16 歳以上シングルス］  
 準々決勝 植田６－０中岡（学芸）  
 準決勝  植田６－２片岡（MRS）  
 決勝   植田６－０土居（学芸中） 優勝  
［男子 18 歳以下ダブルス］  
 準々決勝 伊野部・壬生０－６高知高ペア  
      白石・市吉６－３高知高ペア  
 準決勝  白石・市吉４－６高知高ペア  
［男子 18 歳以下シングルス］  
 準々決勝 市吉１－６松浦（高知）  
      伊野部１－６堅田（高知）  
［女子 14 歳以下ダブルス］  
 準々決勝 佐野・山中０－６学芸ペア  
［女子 16 歳以下ダブルス］  
 準々決勝 市川ひ・山下０－６中央高ペア  
      飯田・安岡０－６学芸高ペア  
      山本・畑井５－７土佐女子ペア  
      山田・谷本６－２土佐塾高ペア  
 準決勝  山田・谷本７－６土佐女子ペア  
 決勝   山田・谷本４－６学芸高ペア 準優勝  
［女子 16 歳以上シングルス］  
 準々決勝 山田６－１山中（中央）  
 準決勝  山田１－６鎌倉（中央）  
［女子 18 歳以下ダブルス］  
 準々決勝 高橋・杉原６－０高知商ペア  
 準決勝  高橋・杉原５－７高知高ペア  
［女子 18 歳以下シングルス］  
 準々決勝 杉原６－４浜崎葵（高知）  
      高橋６－０上原（学芸）  
 準決勝  杉原１－６田所（高知）  
      高橋６－２山崎（高知）  
 決勝   高橋４－６田所（高知） 準優勝  



クラブ名  大会・コンクール  備 考  

放送部  

第 52 回高知県高校放送コンテスト・第 65 回ＮＨＫ
杯全国高校放送コンテスト県大会  
＊朗読部門  藤本 ２位、川村 入賞  
＊創作ラジオドラマ部門 １位（３年連続） 

＊ラジオドキュメント部門 ３位  
＊テレビドキュメント部門 ２位  
 ※藤本、岡村、川村、松本、松木  

 
 
 
各々全国大会出場

映画部  
第 52 回高知県高校放送コンテスト・第 65 回ＮＨＫ
杯全国高校放送コンテスト県大会  
＊創作テレビドラマ部門 ２位  

全国大会出場  

写真部  安芸市観光協会 つつじ祭りフォトコンテスト 山本（２Ｎ）入選  

かるた部  
第 44 回高知市教育長杯 

 森澤（１Ｃ） 優勝、市原（２Ｄ）、安部（２Ｅ）入選  
第７回高校生フォトコンテスト 山本碧晴 最優秀  
 

高校生模擬裁判選手権県予選 優勝  
 稲田（２Ｓ）、守屋（２Ｎ）、八幡（２Ｎ）、磯木  
（２Ｎ）、島田（２Ｔ）、大久保（２Ｋ）、河本（２Ｓ）、澤

村（２Ｎ）、東条（２Ｎ）  
 

※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。 


