
 

 

 

 

 

 

 

部活できる喜びと感謝の気持ち 

大会関係者をはじめ多くのの方々の努力とご理解のおかげで、多くの競技で高校県体・中

学県体をはじめ各種大会が開催されることになりました。全国がなくなり、また練習を十分に

できない時期もあり、心身のコンディションを整えていくのは難しかったと思いますが、たくさん

の部活で素晴らしい成果と土佐校生らしい頑張りが見られました。 

この夏の各クラブの記録（高校） 

陸上競技部 県高校体育大会 

男子 400ｍ 大野 優勝（３連覇） 幾井 4 位 

男子 100m 坂本 4 位  溝渕 7 位 

男子走り幅跳び 坂本 優勝  

男子 100ｍリレー 坂本・大野・溝渕・小野 優勝  

男子 400ｍリレー 幾井・森本・坂本・大野 優勝  

テニス部 県高校体育大会 

男子団体 準優勝   

女子団体 準優勝 

女子個人シングルス 山田 優勝   中野 ベスト８ 

男子個人シングルス 植田 ベスト４ 北添 ベスト８ 

           嶋岡 中山 松井 大谷 市吉 ベスト 16 

夏季ジュニア 

 男子ダブルス 大谷・市吉 ３位 松井・武智 ベスト８ 

 男子シングルス 松井 大谷 市吉 ベスト８  武智 金子 中山 ベスト 16 

 女子シングルス 山田 優勝 

 女子ダブルス 山田・林 準優勝 中内・竹本 ベスト８ 

ソフトテニス部 県高校体育大会 

男子〔個人戦〕外崎・小松（東）ペア ３位 岡﨑・西岡ペア ベスト 16 

〔団体戦〕ベスト８ 

夏季大会 

男子〔個人戦〕外崎・小松（東）ペア  津村・小松（英）ペア ベスト８ 

       西森・西岡ペア ベスト 16 

バドミントン部 高校夏季バドミントン選手権大会 8/14～16 

男子団体〈準々決勝〉３－０ 須崎総合〈準決勝〉３－１ 中央 

〈決勝〉土佐（４年連続優勝） ３－０ 高知西   

      岡村・小山 ２－０ 依光・鶴和 ２－０ 高橋 ２－０ 
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男子ダブルス〈準々決勝〉岡村・小山 ２－０ 小津ペア 

〈準決勝〉岡村・小山 ２－０ 高知商業ペア 

〈決勝〉岡村・小山（準優勝） ０－２ 高知商業ペア   

男子シングルス〈準々決勝〉岡村（ベスト８） ０－２ 高知商業   

〈準決勝〉小山 ２－０ 高知商業 

〈決勝〉小山（準優勝） ０－２ 高知商業   

女子団体〈準々決勝〉３－０ 丸の内〈準決勝〉０－３ 高知南 

〈３位決定戦〉土佐（第３位） ３－０ 高知西   

         岡田・門田 ２－０ 森・武田 ２－０ 林 ２－０ 

 

ハンドボール部 

 

夏季大会 

男子 3 位 準決勝 15－20 南    女子 優勝 決勝  14－4 東 

弓道部 県高校体育大会 

男子 個人 山本 3 位 

夏季大会 

男子 個人 島田 優勝 女子団体（中西、御庄、久保、福田、森田、山本、森岡） 3 位 

卓球部 夏季大会 

男子団体 土佐 A 第 3 位  女子団体 土佐 B ベスト８ 

ソフトボール部 県高校体育大会 

1 回戦 10－3 安芸（5 回） 準々決勝 1－８高知農（5 回） 

夏季大会 準優勝！ 

 1 回戦 ２－１高知農  2 回戦 14－３春野・安芸・東工（4 回） 

 準決勝 ３－１岡豊   決勝 ０－７高知工（6 回）  

水泳部 県高校体育大会 

男子 100ｍ背泳ぎ２位 西村  200ｍ背泳ぎ３位 西村 

100ｍ平泳ぎ３位 奥田  200ｍ平泳ぎ２位 奥田 

800ｍフリーリレー３位 久保・奥田・松井・西村 

女子 800ｍ自由形２位 大塚  100ｍ平泳ぎ２位 山本 

100ｍバタフライ１位（大会新） 前野  

200ｍバタフライ１位（大会新） 前野 

高知県選手権水泳競技大会 

男子 200ｍ背泳ぎ２位 西村 



100ｍ平泳ぎ３位 奥田  200ｍ平泳ぎ２位 奥田 

女子 200ｍ背泳ぎ３位 前野 

    100ｍバタフライ１位 前野  200ｍバタフライ１位 前野 

自転車競技部 県高校体育大会 

 1000m タイムトライアル   喜井 3 位  3000m 個人追い抜き  小野 2 位 

 200m フライングタイムトライアル 田村 3 位 

男子バレーボー

ル部 

夏季大会 

 1 回戦 ０－２宿毛 1 セット目 14－8 でリードしたが… 

女子バレーボー

ル部 

夏季大会 

 1 回戦 ０－２高知南 

高校野球部 高校野球県夏季特別大会 

 1 回戦 7－0 東（７回） 2 回戦 3－6 岡豊 

高知県選抜高校野球大会 

 1 回戦 7－4 西     2 回戦 1－９中央（7 回） 

棋道部 夏季大会 

井上 準優勝  窪田 3 位 

 

 

この夏の各クラブの記録（中学） 

 県体では、サッカー、テニス男女、ハンドボール男女、弓道男子が団体で優勝。個人も大健闘。 

 

サッカー部 県中学総体 

 優勝 決勝 １－１高知（PK３－２） ２年ぶり６度目の優勝 

 （優勝までのスコア） 2 回戦  ７－１高知南・国際   3 回戦 ５－０佐賀 

           準々決勝 ８－０安芸・清水が丘 準決勝 ４－０香長  

テニス部 県中学総体 

 男子団体 優勝 決勝 3－2 佐川 ６年ぶり６度目の優勝 

 女子団体 優勝 決勝 3－1 高知 ３年ぶり５度目の優勝 



夏季ジュニア 

 男子シングルス 山田 3 位  濱口 ベスト８  斉藤 濵田 三宮 ベスト 16 

 男子ダブルス 斉藤・濱口 優勝 山田・西本 準優勝 壬生・吉廣 ベスト８ 

 女子シングルス 池内 準優勝  田口 山中 ベスト８ 

 女子ダブルス 山中・池内 準優勝  山崎・田口 ベスト 8 

陸上競技部 県中学総体 

男子走り高跳び 古味 3 位 

男子 400ｍリレー 大野・中野・山﨑・小原 5 位 

男子1年生 100m 古味 6 位 

全日本中学生通信陸上競技高知県大会 

男子1年生 100m 古味 3 位 

弓道部 県中学総体 

男子団体 土佐 A 優勝（2 年ぶり 2 度目の優勝） 

男子個人 北川 優勝  女子個人 川村 ３位 

ハンドボール部 県中学総体 

男子 優勝 決勝 32－12 城北（3 年ぶり 21 度目の優勝） 

女子 優勝 決勝 11－10 城北（7 年連続 7 度目の優勝） 

卓球部 県中学総体 

 男子団体 予選リーグ １勝１敗  女子団体 予選リーグ １勝１敗 

夏季中学 1年生卓球大会 

 瀨沼 ベスト８ 

ソフトテニス部 県中学総体 

 女子 中澤・來海ペア ベスト 16 

バドミントン部 県中学総体（3 年生のみ） 

 男子ダブルス〈準々決勝〉久永・門田（ベスト８） ０－２ 一宮中ペア 

〈準決勝〉門屋・上田 ２－１ 香長中ペア 

〈決勝〉門屋・上田（準優勝） ０－２ 宿毛中ペア 

女子シングルス〈準々決勝〉坂本 ２－０ 介良中 

〈準決勝〉坂本（第３位） ０－２ 伊野南中 

県学年別大会（1・2 年生のシングルスのみ） 

１年男子〈準々決勝〉黒石 ２－０ 宿毛中 糟谷 ２－０ 城西中 

寺尾 ２－０ 嶺北中 坂本 ２－０ 高知南中 

〈準決勝〉黒石 ２－０ 糟谷（第３位） 坂本 ２－１ 寺尾（第３位） 

〈決勝〉黒石（優勝） ２－０ 坂本（準優勝） 

２年男子〈準々決勝〉大﨑 ２－０ 伊野中 

〈準決勝〉大﨑 ２－０ 一宮中 

〈決勝〉大﨑（準優勝） ０－２ 伊野南中 

２年女子〈準々決勝〉戸田（ベスト８） ０－２ 土佐山学舎 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バスケットボー

ル部 

県中学総体 

 男子 １回戦 73－21 土佐南  2 回戦 63－25 伊野南  3 回戦 44－47 香長 

女子 22－33 市立中村 

ソフトボール部 県中学総体 

 １回戦 19－0 香北（３回）  準々決勝 0－10 窪川（４回） 

秋季選手権大会 準優勝！ 

 1 回戦 14－３上分・須崎南（5 回）  準決勝 12－７高岡・吾北・明徳 

 決勝 ０－５仁淀・池川・尾川 

中学野球部 県中学総体 

 １回戦 2－0 西部  2 回戦 1－3 城北 

選手権大会 

 1 回戦 4－2 春野 2 回戦 10－1 窪川（5 回） 3 回戦 11－0 清水（5 回） 準々

決勝 ４－３野市・夜須  準決勝 0－2 潮江（第 3 位） 

バレーボール部 県中学総体 

 男子 1 回戦 ２－０朝倉  準々決勝 0－2 高知 

女子 2 回戦 ２－０北川・田野 ３回戦 １－２一宮 

秋季選手権大会 

 男子 1 回戦 ２－０土佐塾  準々決勝 ０－２高知 

女子 2 回戦 ２－０附属    ３回戦 ０－２潮江 

水泳部 県中学総体 

男子 100ｍ自由形２位 山本  200ｍ自由形３位 秋元 

    400ｍ自由形２位 太田  100ｍ背泳ぎ１位 岩崎  3 位 太田 

    200ｍ背泳ぎ１位 岩崎  100ｍ平泳ぎ２位 下元  ３位 山本 

    200ｍ平泳ぎ２位 下元 

400ｍフリーリレー１位  山本・岩崎・下元・太田 

400ｍメドレーリレー１位 岩崎・下元・太田・秋元 

女子 100ｍバタフライ３位 二宮 

高知県選手権水泳競技大会 

男子 200ｍ背泳ぎ３位 岩崎 

 

 この通信では、生徒の皆さんの頑張りを今後も幅広く掲載していきたいと思います。 

 部の活動状況（大会やコンクールの成績など）を特活部・三木までどんどんお知らせください。 

 


