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№６ 

2018.9.24     － ゆうぶんしょうぶ の きせき － 

 酷暑の夏、頑張った土佐校生！ ～30 年夏の記録～  

 今年の夏も、記録的な猛暑が続き屋内外での運動競技者は、コマ目な水分補給や休憩な

どを取るなど体調管理に苦心したことだと思います。しかし、こうした暑い夏を運動部員・

文化部員とも奮闘し「熱い夏」を演出しました。中でも中学弓道部は熊本市で行われた全

国中学校体育大会で全国３位入賞をはたしました。また県中学校総合体育大会でも、サッ

カー部が 43 年ぶりに優勝、弓道競技でも男子団体が初優勝（四国大会でも優勝）、さらに
ハンドボール女子、水泳男子も団体優勝を飾りました。さらに四国中学校総合体育大会で

健闘したサッカー部とバドミントン部高橋君が全国中学校体育大会に出場し活躍しました。

以下に、この夏の各クラブの主な活躍ぶりを掲載します。  

 
団体名  大会・コンクールなど  

テニス部  
全国高校総体  
＊女子シングルス 高橋 1 回戦敗退  

ソフトテニス部  
全国高校総体  
＊男子ダブルス 荒井・上谷 1 回戦敗退  

柔道部  
全国高校総体  
＊女子 57 ㎏級 秋田早央里 1 回戦敗退  

バドミントン部  
全国高校総体  
 男子ダブルス 1 回戦 深木・高橋 0－2 宮城・聖ウルスラ学院英智ペア
 男子シングルス 1 回戦 深木 0－2 柏原（京都・西舞鶴）  

水泳部  
全国高校総体  
＊200ⅿバタフライ 大塚咲希歩 2 分 25 秒 56（予選敗退） 
＊200ⅿ個人メドレー 谷脇ことみ 2 分 26 秒 05（予選敗退）  



陸上競技部  
全国高校総体  
 400ⅿ 平田悠一郎 準決勝 49 秒 10 

     大野心碧 49 秒 62（予選敗退）  
登山部  全国高校総体 17 位（岡、宮下、松本、中野）  

高校野球部  

第 100 回全国高校野球県予選 ２回戦 ６－０高知西  
              準々決勝 ６－３土佐塾  
              準決勝 ０－８明徳  
第 62 回県選抜大会 1 回戦 ４－２高知農  
          準々決勝 ２－１土佐塾  
          準決勝 ３－６高知商  

県中学総体  
※主な記録  

＊サッカー 決勝 ３－２（延長）明徳 43 年ぶり 5 回目の優勝  
＊弓道 男子団体 決勝 4－3 高知 初優勝 稲田、岡田、猪俣  
    男子個人 猪俣雄生 優勝  
    女子団体 準決勝３－３(遠射 0-1)高知南  
    女子個人 中西 2 位  
＊ハンドボール 女子決勝リーグ２勝（5 年連続 5 回目の優勝） 

男子決勝リーグ３敗  
＊テニス 男子団体 決勝 2－3 高知 準優勝  

女子団体 決勝 2－3 土佐女 準優勝  
     男子シングルス 大谷、市吉 ベスト 8 
     男子ダブルス 平川・山本ペア ベスト８  
     女子シングルス 山田 決勝 6-4 山中（野市）優勝  
     女子ダブルス 山田・谷本ペア 6-3 清水ペア 優勝  
＊ソフトテニス 男子団体予選代表決定戦 0－2 愛宕  
＊卓球 男女団体予選１回戦 1-3 土佐町  
＊男子バレーボール １回戦 0－2 野市  
＊剣道 男子団体１回戦 1－2 窪川  
＊空手道 男子団体 0-2 香長 A 

男子個人形１年準決勝 上田 1－5 川島（明徳）  
＊野球 準決勝 2－5 窪川  
＊ソフトボール 準々決勝 1－17 大正  
＊陸上競技  
＜男子＞３年 100ⅿ 小野２位  

200ⅿ   小野３位  
 ＜女子＞走り高跳び 松本３位  
＊バドミントン 男子団体決勝 ０－２春野 準優勝  
        女子団体準々決勝０－２土佐女 ベスト８  
  男子シングルス 決勝 高橋２－０上里（伊野南） 優勝  
  女子シングルス 森 ベスト８  



  女子ダブルス 門田・岡田ペア ベスト８  
＊水泳［男子学校対抗］優勝（11 年連続 17 回目） 

・50ⅿ自由形 広田３位  
・100ⅿ、200ⅿ背泳ぎ 池内１位  
・100ⅿ平泳ぎ、200m 平泳ぎ 奥田２位  
・400m 個人メドレー 野中１位  
・400ⅿリレー ３位  
・400m メドレーリレー ２位 

・３ⅿ板飛び込み 川村健斗１位 

［女子］  
・50ⅿ自由形 山脇３位 

・400ⅿ自由形 大塚３位 

・800ⅿ自由形 三宮３位  
・200ⅿ個人メドレー 山脇３位  

中学四国大会  
※主な記録  

＊弓道部 男子団体（稲田、岡田、猪俣）決勝 9－8 池田（徳島）優勝

男子個人 猪俣雄生 ３位  
女子団体予選敗退  

＊サッカー部 決勝 0－1 小野（愛媛） 準優勝→全国大会出場  
＊テニス 女子団体 ベスト４  
＊バドミントン部 男子団体 1－2 津田（愛媛）  

男子個人 高橋 代表決定戦 2－1 井上（徳島）
         →全国大会出場  
＊ハンドボール部 女子準決勝 9－19 香川一 ベスト４  

弓道部  
全国中学生大会  
男子団体 準決勝 6－10 鬼怒（栃木）３位入賞  
男子個人予選 猪俣雄生（落選）  

サッカー部  全国中学校体育大会 1 回戦 0－3 御所ケ丘（茨城）  

バドミントン部  

＜全日本ジュニア選手権県予選＞  
＊男子シングルス 高橋（高 2） ベスト４ 高橋（中 3）ベスト８
＊男子ダブルス 高橋・池本 決勝 2－0 高知商ペア 優勝  
   →全国大会出場（9 月 14 日～長野県）  
＊男子新人シングルス 鶴和 ベスト８  
＊女子シングルス 長瀧 準優勝  
＊女子ダブルス 小笠原・武村、長瀧・弘光 ベスト４  
＜県高校夏季大会＞  
＊男子団体 決勝３－２高知商 優勝  
＊女子団体３位決定戦 ３－１高知西 ３位  
＊男子シングルス 高橋 準優勝、清遠 ベスト８  
＊女子シングルス 長瀧 ベスト８  



＊女子ダブルス 長瀧・弘光 準優勝  

ソフトボール部  
高知県高校夏季大会  
 ２回戦 25－10 吾北  

中学野球部  第 69 回県選手権大会 2 回戦 5－6 土佐塾  
中学  

バスケットボール部  
高知県中学校秋季大会  
＊男子３回戦 60－61 旭  

中学バレーボール部  
＊男子１回戦 ０－２鏡野Ｂ  
＊女子２回戦 ０－２朝ケ丘  

卓球部  

高知県高校夏季大会  
 ＊男子団体 決勝 ２－３岡豊 準優勝  
    有沢、飯田、古谷、有光、公文  
 ＊男子シングルス 松岡、有光 ベスト８  
 ＊男子ダブルス 古谷・有沢、公文・飯田 ベスト８  
 ＊女子団体 予選敗退  
 ＊女子シングルス 田内 ベスト４  
 ＊女子ダブルス 村上・公文、田内・池野 ベスト８  

２Ｂ千頭咲月  
第 42 回ピティナ・ピアノコンペティション 中国地区本選出場  
  ソロ部門Ｄ級 奨励賞受賞  

かるた同好会  第 44 回高知県知事杯  B 級 1C 森沢茉歩 優勝  
 

※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。 

 


