
 

 

 

 

 

 

 

【バドミントン部】高校秋季バドミントン選手権大会 兼 全国高等学校選抜バドミントン選手権大会県予選 

男子団体 〈準々決勝〉土佐 ３－０ 岡豊   〈準決勝〉土佐 ３－０ 高知商   

 〈決勝〉土佐 ３－０ 高知南 2年連続優勝！  全国選抜大会四国予選（12月、徳島）に出場 

        第１複 高橋賢史朗（２Ｈ）・岡村祐輝（２Ｓ）２－０ 

        第２複 依光星空（２Ｋ）・鶴和日明（１Ｈ） ２－１ 

        第１単 小山武瑠（１Ｈ）          ２－０ 

男子ダブルス 

〈準々決勝〉高橋賢史朗（２Ｈ）・岡村祐輝（２Ｓ）２－０小津ペア 

小山武瑠（１Ｈ）・谷優希（１Ｔ）  ２－０吾北ペア 

〈準決勝〉 高橋賢史朗（２Ｈ）・岡村祐輝（２Ｓ）２－０高知西ペア 

小山武瑠（１Ｈ）・谷優希（１Ｔ）  ２－０中央ペア 

〈決勝〉 高橋賢史朗（２Ｈ）・岡村祐輝（２Ｓ）優勝２－０小山武瑠（１Ｈ）・谷優希（１Ｔ）準優勝 

        →全国選抜大会四国予選（12月・徳島県）出場     →全国選抜大会四国予選（12月・徳島県）出場 

男子シングルス 

〈準々決勝〉高橋賢史朗（２Ｈ）２－０高知西  小山武瑠（１Ｈ）２－０学芸  岡村祐輝（２Ｓ）２－０高知商業   

〈準決勝〉 高橋賢史朗（２Ｈ）２－０小山武瑠（１Ｈ） 岡村祐輝（２Ｓ）２－１中央 

〈決勝〉  高橋賢史朗（２Ｈ）優勝２－０岡村祐輝（２Ｓ） 

          →全国選抜大会四国予選（12月・徳島県）出場 ※高橋は２年連続の３冠（団体・ダブルス・シングルス） 

〈３位決定戦〉小山武瑠（１Ｈ）２－０中央 

〈第２代表決定戦〉小山武瑠（１Ｈ）（第２位）２－０岡村祐輝（２Ｓ）（第３位） 

             →全国選抜大会四国予選（12月・徳島県）出場 

女子団体 〈準々決勝〉土佐３－１岡豊 〈準決勝〉土佐０－３高知南 

〈３位決定戦〉土佐（ベスト４） ２－３ 学芸   

     第１複 岡田和花（２Ｏ）・門田実来（１Ｔ）０－２  第２複 森和佳菜（２Ｓ）・武田七海（２Ｔ）２－１ 

 第１単 林夏奈美（１Ｏ）         ２－１  第２単 岡田和花（２Ｏ）         ０－２ 

第１単 門田実来（１Ｔ）         ０－２ 

 

中学校秋季バドミントン選手権大会  

男子ダブルス 

〈準々決勝〉大﨑陽太（２Ｄ）・寺尾樹（１Ｂ） ２－０春野中ペア 

黒石遼空（１Ａ）・坂本慶太（１Ｄ）２－０吾北中ペア 

〈準決勝〉 大﨑陽太（２Ｄ）・寺尾樹（１Ｂ） ２－０伊野中ペア 

黒石遼空（１Ａ）・坂本慶太（１Ｄ）２－０一宮中ペア 

〈決勝〉  黒石遼空（１Ａ）・坂本慶太（１Ｄ）（優勝）２－０大﨑陽太（２Ｄ）・寺尾樹（１Ｂ）（準優勝） 

男子シングルス 

〈準々決勝〉大﨑陽太（２Ｄ） ２－１ 伊野中   黒石遼空（１Ａ） ２－０ 愛宕中 

坂本慶太（１Ｄ） ２－０ 宿毛中 

〈準決勝〉  大﨑陽太（２Ｄ） ０－２ 伊野南中  黒石遼空（１Ａ） ２－１ 坂本慶太（１Ｄ） 

〈決勝〉   黒石遼空（１Ａ）（準優勝） １－２ 伊野南中 

〈３位決定戦〉大﨑陽太（２Ｄ）（第３位） ２－１ 坂本慶太（１Ｄ）（ベスト４） 

※黒石・大﨑・坂本は全日本中学生バドミントン大会（３月・秋田県）に高知県代表として出場 
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NO．４ NO． 
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【英語研究部】高校生英語ディベート全国予選会で 20 校中 7 位に入り、全国大会（12月、ズーム）に出場が

決定。チームメンバーは高２新留敦大、森本彩未、山本和紗、酒井菜帆、井口夏花、高１渡邊アーチボルト。 

【合唱部】第 72回高知県高等学校連合音楽会で高知よさこい合唱団（合同合唱団）として参加し金賞。 

紀の国わかやま総文 2021に出場が決定。 

【棋道部】第 19 回高知県高等学校囲碁秋季大会で高１松田智貴が 1 位、高２井上聡が 2 位の成績をおさめ

る。以上の 2 名と高２西山心晴が高校囲碁四国大会（12月）に出場。 

 また、高文連将棋新人大会高知県予選で高２窪田哲也が 4 位ながら 5 勝 1 敗で 2 位と並ぶ成績をおさめる。 

【ソフトテニス部】県高校ソフトテニス冬季大会 

   男子団体 2位（四国選抜出場）  

   男子個人  津村・小松英ベスト８（四国選抜出場）  外崎・小松東ベスト 16  岡﨑・森田ベスト 16 

【テニス部】全国高校選抜テニス大会四国地区大会 

男子団体 １回戦 土佐 ２－３ 英明（香川）   

         順位決定戦  1回戦 土佐 ３－１ 阿南高専（徳島） 

 2回戦 土佐 ０－３ 城南（徳島） 

四国高校テニス新人シングルス  高２山田芽依 ベスト８ 

【卓球部】県高校冬季卓球選手権大会（新人戦）  男子団体 3位  

【自転車競技部】県高校自転車競技春季大会 

高２田村琳太郎と高１片岡篤志が 

全国高等学校選抜自転車競技大会（3月、福岡県＆大分県）に出場が決定。 

【女子バスケットボール部】 

高知県秋季選手権大会 一回戦 ｖｓ 梼原中  ４7－３１  ○  二回戦 ｖｓ 城東中 ２６－６４ × 

高知市中学校新人大会 一回戦 ｖｓ 高知国際中 57－８ ○  二回戦 ｖｓ 高知南中 ２６－５９ × 

【男子バスケットボール部】 

高知市中学校新人大会 一回戦 ｖｓ 愛宕中 53－25 ○  二回戦 ｖｓ 横浜中 ５５－５９ × 

【剣道部】県高校剣道秋季新人大会 兼 全国高校剣道選抜大会及び四国高校剣道新人大会県予選  

男子団体（島原・竹村・山崎・仙頭）  １回戦 ２－１ 高知商  2回戦 ０－４ 明徳   ベスト８  

男子個人  島原（高１）２回戦 対 小津 負け  仙頭（高１）２回戦 対 安芸 勝ち ３回戦 対 高知 負け 

        山崎（高２）２回戦 対 山田 勝ち ３回戦 対 高知 勝ち  竹村（高２）１回戦 対 土佐塾 負け 

女子団体（坂本・𠮷井・黒岩・坂西）  １回戦 ０－４ 学芸     

女子個人  坂本（高１） １回戦 対 岡豊 負け  坂西（高１）２回戦 対 学芸 勝ち ３回戦 対 小津 負け 

        黒岩（高２） １回戦 対 土佐女 勝ち ２回戦 対 小津 負け 

  𠮷井（高２） １回戦 対 明徳 勝ち  ２回戦 対 岡豊 負け                   

【中学ソフトボール部】四国中学校ソフトボール新人大会 

一回戦  1６－０ 丸亀西（４回）      準決勝  5－２ 須崎・高岡・上分・吾北・明徳（５回） 

決勝  ２－１０ 窪川（５回） 準優勝      

【ハンドボール部】県高校秋季大会  

  男子 1回戦 36－５ 小津  準決勝 ３３－18 南  決勝 13－31 中央 2位 

女子  決勝 ２５－１３ 東 優勝 


