
 

 

 

 

 

 

 

高校ハンドボール部が全国選抜に出場！28年ぶり 2度目！ 

２月２日（日）に、ハンドボール全国高校選抜大会四国予選が行われ、土

佐の男子が全国大会出場を勝ち取りました。土佐の全国選抜大会出場は、

28年ぶり2度目。チーム一丸の戦いで、長年にわたって跳ね返されてきた壁

を乗り越えました。全国（埼玉県ほか、3 月 24～29 日）でも、土佐らしい戦いを

期待しています。 

代表決定戦 土佐 25 － 2０ 高知中央  全国高校選抜大会出場 

 （団体メンバー） 沢田舜弥（２H）、小嶋志侑（２O）、川村舶詠（２O）、前田翔汰（２K）、濵田烈（２S）、 

西慧人（１T）、山本奏万（１T）、寳田朋也（１H）、土方聖悟（１H）、湯城拓己（１H）、 

池秀海（１O）、中村慶和（１O）、野村周平（１O）、吉村玲音（１O）、田中一太郎（１K）、 

川野太郎（１N）、藤田真緒（２K：マネ） 

その他のクラブも熱く頑張っています ‥‥ 

【ハンドボール部】 中学男子も全国大会出場を決めています！ 

全国中学生選手権県予選  ◇中学男子  決勝 土佐 ３６ － １２ 城北   優勝（全国大会出場：3月・富山県）   

                          ◇中学女子  決勝リーグ 3位 

  県高校冬季大会          ◇高校男子  決勝リーグ 2 位（四国大会出場 → 全国大会出場決定※上記参照） 

                          ◇高校女子  決勝 土佐 35 － ９ 東   優勝（四国大会出場 → 四国 3位）  

【中学サッカー部】 

高知県中学冬季新人大会   

  準決勝 土佐 ３ － ０ 明徳   決勝 土佐 ０ － ２ 高知    準優勝 

  （大会優秀選手） ２Ｄ 横畠那由多  ２Ａ 山島紬楽  ２Ｄ 池櫂吾 

【テニス部】 

2020全国選抜ジュニアテニス選手権大会高知県予選  １Ｄ 池内奈々  準優勝（四国大会出場） 

【バドミントン部】 

高校冬季バドミントン選手権大会  

◇男子ダブルス  〈準々決勝〉 清遠岳大（２O）・高橋賢史朗（１K） ２－０ 西高ペア 

西坂知之（２K）・岡村祐輝（１N）  ２－０ 追手前高ペア 

〈準決勝〉   清遠岳大・高橋賢史朗 ２－０ 西高ペア 

西坂知之・岡村祐輝   ２－０ 高知商業ペア 

〈決勝〉    清遠岳大・高橋賢史朗 優勝 ２－０ 西坂知之・岡村祐輝 準優勝 

◇男子シングルス 〈準々決勝〉  高橋賢史朗 ２－０ 西高     岡村祐輝 ベスト８ ０－２ 高知商業   

西坂知之   ２－０ 中央高   清遠岳大  ２－１ 秋澤義人（２K）ベスト８ 
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〈準決勝〉    高橋賢史朗 ２－０ 西坂知之 清遠岳大  ０－２ 高知商業 

〈決勝〉      高橋賢史朗 優勝 ２－０ 高知商業 

〈３位決定戦〉 清遠岳大 第３位 ２－０ 西坂知之 第４位 

◇女子ダブルス   〈準々決勝〉  平岡佐和子（２T）・岡田沙弥（２H） ベスト８ ０－２ 土佐女子ペア 

中学冬季バドミントン選手権大会  

◇男子団体 〈準々決勝〉 土佐中 ２－０ 本川中  〈準決勝〉  土佐中 ２－１ 鏡野中 

〈決勝〉    土佐中 優勝 ２－０ 宿毛中 

                            門屋優生（２A）・上田高太郎（２A） 途中打切    

                                     大﨑陽太（１C）         ２－０    

                            久永晃大（２C）・門田望来（２D）    ２－０    

◇男子ダブルス  〈準々決勝〉 久永晃大・門田望来 ベスト８ １－２ 一宮中ペア 

門屋優生・上田高太郎 ２－０ 愛宕中ペア 

〈準決勝〉  門屋優生・上田高太郎 第３位 １－２ 香長中ペア 

◇男子シングルス〈準々決勝〉 門屋優生 ベスト８ ０－２ 伊野南中 

◇女子団体     〈準々決勝〉   土佐中 ベスト８ １－２ 土佐山学舎 

                             西本梨乃（２A）・竹田璃央（２C） ０－２  

                                   坂本彩奈（２A）          ２－０  

                             戸田彩可（１C）・北添咲喜（１C） ０－２  

【中学野球部】 

第 72回高知県選抜大会高知地区予選   

  準決勝 土佐 ３ － １ 春野   決勝 土佐 ２ － １ 高知    優勝 

【卓球部】 

高知県高校冬季卓球選手権大会 女子ダブルス（２Ｎ 公文愛子、１Ｓ 三宮あやか） ベスト８ 

高知県卓球ランキング 高校女子団体  第 5位 

 

【ギター部】 

高知県器楽コンクール ギター独奏の部 優秀賞   ２Ｅ 山本夏有里 

【英語弁論・暗唱】 

第 72回高知県中学英語弁論大会 4部門で 4人がそれぞれ優勝 

中３（弁論） ３Ｃ 林芽唯       中３（暗唱） ３Ｅ 吉村拓起   

中２（暗唱） ２Ｂ 山中星空来   中１（弁論） １Ｅ 駄馬早優美 

【珠算】 

第 67回高知県珠算選手権大会 中学校の部（団体競技）   優勝 

団体メンバー ２Ｅ 中村友結  ２Ｄ 古味あかり ２Ｂ 山本みやび   

【美術部】 

令和 2年度 愛鳥週間用ポスター原画コンクール 入選   １Ｄ 南部杏美 

【写真部】 

第 4回高知県議会 高校生フォトコンテスト  

議長賞 「大海に叫ぶ」 ２Ｓ 大地綺羅 

【中高生花いけバトル】 

即興で花を生け、作品の出来栄えを競う大会です。 

３A 増井萌乃  ３B 榎本夏音  準優勝 

団体メンバーと 

試合内容 

団体メンバーと 

試合内容 

「大海に叫ぶ」 


