
 

 

 

 

 

 

 

中学地区体の主な結果 

６月１日から中学地区体が行われ、たくさんのクラブが県体出場を決めました。 

優勝したクラブも多く、団体競技ではハンドボールが男女ともに優勝（男子は２年ぶり、女子は６年連続）、

ソフトボール優勝、テニス男子優勝、空手道男子組手優勝、陸上男子４００ｍリレー１位、水泳男子学校対

抗１位などよく健闘しました。個人競技でも優勝や上位進出が相次ぎました。主な結果は、以下の通りです。

７月２０～２４日に行われる県体（第７３回高知県中学校総合体育大会）には、男子 154名、女子 82名、総勢

236名が参加します。皆さん思う存分力を発揮して、四国大会、全国大会を目指して頑張ってください。 

【陸上】 1 位 男子 400m リレー 宮崎・井上・大野・中野 

        男子 400m 井上 女子 1 年生走高跳 藤井 

     3 位 男子 200m 大野 男子三段跳 宮崎 

     4 位 男子 3 年生 100m 宮崎  男子 3 年生 1500ｍ 繁桝  女子 3 年生 1500m 藤﨑 

【空手道】 男子団体組手 優勝  女子団体組手 準優勝 

【弓道】  男子団体 3 位  女子団体 3 位 

【剣道】  男子団体 3 位 県体出場 女子個人 1 名県体出場 

【水泳】 1 位 100m 平泳ぎ（3 年男） 200m 平泳ぎ（3 年男）  50m バタフライ（1 年男） 

        個人メドレー（2 年男） 400m フリーリレー（男） 400ｍメドレーリレー（男） 

        50m 背泳ぎ（1 年男）  50m 自由形（1 年女）   800m 自由形（3 年女） 

 50m 背泳ぎ（1 年女）  50m バタフライ（1 年女） 

     ２位 50m 自由形（3 年男） 1500m 自由形（2 年男） 100m 背泳ぎ（2 年男） 

        200m 背泳ぎ（2 年男） 400m 個人メドレー（2 年男） 400m 自由形（3 年女） 

        400m フリーリレー（女） 400m メドレーリレー（女） 

     3 位 200m 背泳ぎ（2 年男）  50ｍ平泳ぎ（1 年男） 100m 平泳ぎ（2 年男） 

        200m 個人メドレー（2 年男） 100m 平泳ぎ（3 年女） 200m 平泳ぎ（3 年女） 

学校対抗 男 1 位  女 2 位 

【ハンドボール】 男子 優勝 2 年ぶり  女子 優勝 6 年連続 

【ソフトボール】 優勝 （スコア） ８ ― ３ 学芸中 

【卓球】 男子 団体ベスト８ シングルス 吉田 ベスト８ 木村 17～20 位 

     女子 団体 5～6 位 シングルス 山本 9～12 位  以上が県体出場 

【ソフトテニス】 男子団体 3 位  男子個人 2 位 

【バドミントン】 男子ダブルス 優勝  男子ダブルス ３位 

【男子バスケットボール】 高知地区 7 位 県体出場 

【テニス】 男子 団体 優勝    シングルス 準優勝  ベスト４ 

      女子 団体 準優勝 

【サッカー】 ３位 県体出場 

右 文 尚 武 
土 佐 中 高 特 活 部 通 信 

NO．４ NO． 
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その他、これまで紹介できていなかった全国大会への出場や、顧問の先生から報告をいただいた部活の

活躍について、以下にご紹介します。（全国大会は緑色） 

 

陸上部  インターハイ 出場 坂本崇輔 走幅跳で四国６位 ※前回の通信で抜かっていました。お詫びします。 

     第 65 回全日本中学校通信陸上競技高知県大会 

  男子 400ｍリレー1 位（宮崎・井上・大野・中野） 

     第 61 回高知県中学校通信陸上競技大会  

男子 400ｍリレー1 位（宮崎・井上・大野・中野） 男子 200ｍ2 位大野 男子 400ｍ2 位井上 

男子 3000ｍ3 位 繁桝  男子三段跳 3 位 宮崎 

放送部  第 66回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト 出場（2 名） 

      ２H 岡村 創作ラジオドラマ部門（県予選 1 位・大会 4 連覇）  

２T 松木 テレビドキュメント部門（県予選 2 位） 

写真部  第 43回全国高等学校総合文化祭（2019さが総文）写真部門 出場（1 名） 

      ３H 松山 作品名「江戸から東京へ」（第 38 回高知県高等学校写真展で優秀賞） 

かるた部 第 43回全国高等学校総合文化祭（2019さが総文）小倉百人一首かるた部門 出場（4 名） 

      ２O 谷合、１T 山本、１H 吉松、１S 横山 

美術部  第 43回全国高等学校総合文化祭（2019さが総文）美術・工芸部門 出場（4 名） 

      ３T 天野、３O 澤田、３K 松田、３N 久保 作品名「えらばれるということ」 

第 31 回Ｔシャツアート展（砂浜美術館）入賞 ３O 澤田 Wind 賞 

文芸部  第 43回全国高等学校総合文化祭（2019さが総文）文芸部門 出場（1 名） 

      ２T 山田 

音楽部  第 43回全国高等学校総合文化祭（2019さが総文）合唱部門 出場（8 名） 

      １N 有澤、１H 長﨑、１H 松本、１T 永田、１N 佐々木、３D 間城、２C 山中、２E 中島 

第 43回全国高等学校総合文化祭（2019さが総文）器楽・管弦楽部門 出場（32 名） 

      ２H 田村、２O 濵口、２K 和田、２T 伊藤、２N 島内、２T 西本、２S 石田、２N 宮地、２S 山本、 

      １S 和田、１S 江口、１S 井原、１T 酒井、３E 濵渦、３D 山田、３E 上田、３A 濵口、３E 岡村、 

      ３A 川竹、３B 北岡、３B 松岡、２C 國廣、２A 西村、２B 濵渦、２A 岡本、２C 北村、 

２C 千々和、２D 岸田、２E 谷脇、２A 中島、２E 田辺、２A 小松 

吹奏楽  第 43回全国高等学校総合文化祭（2019さが総文）吹奏楽部門 出場（6 名） 

      ３K 磯木、２T 竹中、２T 山﨑、２H 武政、２H 川村、２K 成岡 

 

美術部 作品 

「えらばれるということ」 

写真部 作品 

「江戸から東京へ」 


