
 

 

 

 

 

 

 

高校ソフトボールが初の全国を決めました！ 

【高校ソフトボール部】冬季大会 

１回戦  ３－2 須崎総合  ２回戦  15－0小津（３回コ）         

準決勝  ３－１ 高知農業  決勝  6－5 岡豊（8回） 優勝！ 

全国選抜大会に出場（3/26～29 和歌山県紀の川市） 

【ハンドボール部】県中学選手権大会  男女ともに優勝 

     男子 準決勝 土佐 A 23－12 高知南  土佐 B 28－24 城北  決勝 土佐 A 30－23 土佐 B 優勝！  

     女子 準決勝 土佐 A 23－7 横浜  土佐 B 7－13 城北  決勝 土佐 A 19－6 城北 優勝！ 

 

 

 

 

 

【剣道部】県中学総体 兼 秋季大会  

 男子団体（山中・横山・山田・戸梶・和田） 

 2回戦 ４－１ 一宮  準々決勝 ４－０ 土佐町  準決勝 ０－３ 大津   ベスト４  

男子個人  山中（中３）  １回戦 対 潮江中 勝ち  ２回戦 対 鏡野中 負け 

        高橋（中３）  １回戦 対 朝倉中 負け 

        和田（中３）  １回戦 対 春野中 勝ち  ２回戦 対 梼原中 勝ち  ３回戦 対 附属中 勝ち 

                    ４回戦 対 明徳義塾中 勝ち  準決勝 対 芸西中 負け  ベスト４ 

【中学ソフトボール部】県中学新人大会 

一回戦  12－2 嶺北・大豊・北陵（４回コ）      準決勝  15－２ 仁淀・池川・尾川（５回コ） 

決勝  ８－９ 窪川（９回タイ）  準優勝     四国新人大会（11月）に出場  

【ソフトテニス部】 

   県高校秋季大会   男子団体 ベスト８    男子個人  津村・小松英 ベスト８ 

   赤M杯  横江・小松英 3位 

県中学校冬季体育大会   男子団体 １回戦 １－２中村西  個人 3回戦敗退 中澤・井上 

【高校サッカー部】全国高校サッカー選手権大会高知県大会  １回戦 １－１（延長０－１） 岡豊 

【陸上競技部】 

   四国高校新人陸上競技選手権大会   女子走高跳  松本 6位    

   高知市陸上カーニバル  女子走高跳 松本 １位   男子中学 400m リレー 4位   男子 400m リレー 8位 

                        男子８00m 福山 ４位   男子走高跳 依光 ４位   男子１５00m 福山 ８位 
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【弓道部】 

県高校弓道冬季選手権大会  女子個人  森田 優勝！ ※残念ながら今年は全国選抜は個人の部は実施せず。 

女子団体  ２位   四国新人大会（１１/15）に出場 

  県中学校弓道秋季選手権大会  男子団体 土佐 A 準優勝   女子団体 土佐 C  ３位    

男子個人 野口 ３位    正瑞 5位    女子個人  喜井  ４位   御庄 ６位  

【中学野球部】 

西原旗高知地区中学校新人野球大会 

     ２回戦  ３－０ 横浜・高知南  ３回戦  ９－１ 旭   準決勝  ２－１ 青柳   決勝  ４－２ 介良  優勝！  

県中学校新人野球大会   １回戦  ２－９ 土佐南・戸波 

【テニス部】新人戦 

男子団体 優勝！  四国大会に出場 

    シングルス 市吉 ベスト８  武智、金子、中山、松井、大谷 ベスト 16  四国大会に出場 

    ダブルス   市吉・大谷 準優勝  松井・中山 ベスト８ 

女子団体 3位 

    シングルス 山田 優勝！   林 ベスト 16  四国大会に出場 

    ダブルス  山田・林 準優勝  竹本・中内 ベスト８ 

【中学卓球部】高知市中学秋季卓球大会 

男子団体 ベスト４  女子団体 4位   男子シングルス 万徳 ベスト 16  女子シングルス 元植 ベスト８ 

【高校女子バスケットボール部】 

県夏季選手権大会 兼 県体  ｖｓ 中央 16－144 敗退 

県高校バスケットボール秋季選手権大会  ｖｓ 土佐塾 41－67 敗退 

【中学男子バスケットボール部】高知市新人大会（予選リーグ） 

     1勝３敗（12－30城北、４０－15潮江、19－30城西、27－30旭） 4位 

【高校男子バスケットボール部】県高校秋季大会   ｖｓ 高専 ６５－７２ 敗退 

【サッカー部】県中学校サッカー選手権大会 

     ２回戦  ４－１ 佐川  ３回戦  １－０ 南海  準々決勝  １－０ 大方  準決勝  ０－１ 明徳義塾 3位 

【自転車競技部】県高校自転車競技秋季大会（トラックレース） 

     1km タイムトライアル 小野 1位  田村 4位   3km個人追い抜き 小野 1位  田村 4位 

     200ｍフライングタイムトライアル 田村 1位  小野 2位   ポイントレース 小野 1位  田村 2位 

     スクラッチ 田村 4位  小野 5位   チームスプリント 田村・小野・片岡 2位 

【高校女子バレーボール部】高校秋季大会  ｖｓ 追手前 0－２ 敗退 

【中学女子バレーボール部】中学新人大会   

予選グループ戦 土佐・土佐塾 0－2高知 土佐・土佐塾０－２愛宕 

ポイント獲得戦  土佐・土佐塾２－０附属  土佐・土佐塾２－０城東・旭  土佐・土佐塾２－０三里 シードポイント獲得 

【新体操】県高校新体操冬季選手権大会   橋田 総合順位 3位 

【ライフル射撃】県高校ライフル射撃競技秋季選手権大会  エアライフル 優勝！  ビームライフル 3位 村中 

【総合科学部】①高知県高等学校総合文化祭 第 4回自然科学部門発表会 兼 紀の国わかやま総文 2021自

然科学部門出場選考会にて高 2-T髙橋孝弥が、『地震時の副次的災害に伴う避難経路の考察』という題で発表

し、最優秀賞を受賞しました。紀の国わかやま総文 2021 出場が決定。 

②髙橋孝弥が 10 月 25 日に行われた第４９回高知県教育文化祭及び第７０回高知県高等学校生徒理科研究

発表会において『地震時の副次的災害に伴う被害に考慮した避難経路の考察』という題で発表し、最優秀賞を

受賞。中央審査に進出が決定。 


