
 

 

 

 

 

 

 

春季大会の主な結果 
 5 月の高校県体、7 月の中学県体の前哨戦ともいえる春季大会が行わ

れています。以下、主なクラブの結果です。 

 

【バドミントン部】高校春季バドミントン選手権大会（個人戦のみ）   

男子ダブルス〈準々決勝〉高橋賢史朗（３Ｈ）・岡村祐輝（３Ｓ） ２－０ 中央ペア 

小山武瑠（２Ｏ）・谷優希（２Ｔ）  ２－０ 南ペア 

溝渕主真（２Ｏ）・山口拓夢（２Ｋ） ０－２ 南ペア 

〈準決勝〉 高橋賢史朗・岡村祐輝 ２－０ 南ペア   小山武瑠・谷優希 ２－０ 岡豊ペア 

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

男子シングルス〈準々決勝〉高橋賢史朗 ２－０ 小津  岡村祐輝 ２－０ 高知商業  小山武瑠 ２－０ 中央 

〈準決勝〉  高橋賢史朗 ２－０ 中央  岡村祐輝 ２－０ 小山武瑠 

〈決勝〉   高橋賢史朗（優勝） ２－０ 岡村祐輝（準優勝） ※高橋は個人戦２冠（ダブルス・シングルス） 

〈３位決定戦〉小山武瑠（第３位） ２－０ 中央 

女子ダブルス〈準々決勝〉 田中志歩（１Ｔ）・坂本彩奈（１Ｏ） ０－２ 土佐女子ペア 

【ライフル射撃】高知県高等学校ライフル射撃競技春季選手権大会 

村中美月（２H） ・ビームライフル少年女子立射 60 発  第 1 位 

・10ｍエアライフル少年女子立射 60 発 第 1 位 

【自転車競技部】高知県春季自転車競技選手権大会 

 1㎞タイムトライアル 小野直毅（２Ｎ）1位 田村琳太郎（３T）３位 林優明（１Ｔ）５位 

３㎞個人追い抜き競争 小野直毅1位 田村琳太郎２位 林優明３位 

スプリント      田村琳太郎２位 小野直毅３位 林優明４位 

４㎞速度競争     林優明１位 田村琳太郎２位 小野直毅３位   スクラッチ  林優明１位 小野直毅３位 

ポイントレース（12㎞）林優明1位 小野直毅２位 田村琳太郎４位   ケイリン   小野直毅２位 田村琳太郎４位 

高知県高校自転車競技春季大会（ロードの部） 小野直毅３位 林優明５位 田村琳太郎７位 片岡篤志（２N ）８位 

【高校ソフトボール部】高知県高等学校春季大会 

2回戦  12－２高知商業・幡多農（４回） 準決勝 １－０高知農業  決勝 ０－５岡豊  準優勝 

【ソフトテニス部】高知県高等学校ソフトテニス春季大会 

男子団体 1回戦 ２－０高知商  2回戦 ２－０高知南  準決勝 ２－１ 宿毛工 決勝 ０－２明徳 ２位 

高知市中学校ソフトテニス春季大会 中澤聖也（２B）・井上泰志（３C）ペア ベスト１６ 県春季出場 

【弓道部】高知県高等学校弓道春季選手権大会  織田真至（３S） 男子団体の部 皆中賞  

【空手道部】高知県高等学校空手道春季大会   齋藤智音（１K） 女子個人組手 ベスト８  

【剣道部】高知県高等学校剣道春季大会 

個人戦1回戦女子 坂西（２N）―高知商 負け 坂本（２H）―学芸 負け 𠮷井（３N）―高知 負け 

      男子 高橋（１O）―岡豊 負け 山崎（３N）―岡豊 負け 豊島（１O）―岡豊 勝ち 

   2回戦男子 豊島―高専 負け 竹村（３S）―岡豊 負け 島原（２H）―高知商 負け 
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団体戦男子 1回戦 対中村 ４－０ 勝ち 2回戦 対学芸 ０－１ 負け 女子 1回戦 対小津 ０－４ 負け 

高知県中学校剣道春季大会 

男子個人戦 山田（３C）2回戦 対 芸西 勝ち 3回戦 対 土佐町 負け  

 横山（３D）1回戦 対 香長 勝ち 2回戦 対 大方 勝ち 3回戦 対 香我美 勝ち 準々決勝 対 大津 負け 

男子団体  2回戦 対 窪川１－１代表勝ち 3回戦 対 一宮４－１ 準決勝 対 鏡野２－２ポイント勝ち 

      決勝 対 大津３－２ 勝ち 優勝 

【中学サッカー部】高知県中学校サッカー春季大会 

2回戦 久礼・窪川 ４－０ 3回戦 鏡野・香北 ８－０ 準々決勝 朝倉 ０－０（ＰＫ２－４） ベスト８ 

【ハンドボール部】高知県高等学校ハンドボール春季大会 

 男子 2回戦 ３２－１８ 追手前  準決勝 ２１－１１ 西・国際  決勝 ２３－３２ 中央 準優勝 

 女子    ２４－１４  東 優勝（6年連続） 

高知県中学校ハンドボール春季大会 

 男子 1回戦 ３８－１３ 城北・高知南  準決勝 ３２－２０ 朝倉  決勝 ２２－２５ 介良 準優勝 

 女子    ３０－５   城北 優勝 

【陸上競技部】高知陸上競技カーニバル兼リレーカーニバル 

女子走高跳 松本芙希（２S）1位  男子走高跳 依光駿弥（２S）4位  男子200m 溝渕遼太（２T）5位 

男子100m 溝渕遼太 7位  女子400m 片岡芹菜（２O）7位  女子中学走高跳 藤井香帆（３A）8位 

リレー男子中学４×200m 2位  ４×100m 3位  男子４×400m 4位  女子４×100m 7位 

高知市陸上競技大会 男子走高跳 依光駿弥 1位 女子走高跳 松本芙希 2位 男子200m 溝渕遼太 3位 

リレー男子４×100m 土佐A 4位  ４×400m 土佐A 5位 土佐B 7位  男子800m 福山修都（３H）7位 

男子中学110mH 古味駿都（２C）2位 男子中学200m 小原蒼央（３A）3位 矢野佑季（３D）6位 

女子中学走高跳 藤井香帆 4位 男子中学100m 矢野佑季 6位 小原蒼央7位 リレー男子中学４×100m 2位 

【男子バスケットボール部】高知県春季大会 

1回戦 ６３－２６ 介良  2回戦 ６６－５２ 城西  決勝トーナメント ４７－５９ 窪川 ベスト８  

【女子バスケットボール部】高知市中学校バスケットボール春季選手権大会  1回戦 ３０－５８ 西部中  

【女子バレーボール部】中学春季大会 愛宕０－２ 西部０－２ 介良０－２ ポイント獲得戦 学芸０－２ 青柳０－２ 

高校春季大会 1回戦 １－２ 幡多農 

【卓球部】中学学年別春季卓球大会 

男子1年シングルス 下村航大（１E） ベスト８（優勝した附属中に２－３で惜敗！） 

男子３年シングルス 浅井穂花（３E） ベスト８ 

高校春季卓球選手権大会  

男子団体 … ベスト４  女子ダブルス １Ｔ油野颯希（１T）・石井千月（１H） 組 … ベスト１６ 

【中学野球部】アラキ杯春季高知地区中学校野球大会  1回戦 対 潮江３－２ 〇 2回戦 対 城北１－５ × 

【テニス部】高知県高等学校テニス春季大会   

男子決勝リーグ 市吉風音（２S） 6位 予選T 武智万記（３T）2位 松井孝汰郎（３S）2位 

予選T  大谷卓矢（２O）2位 山田倫太朗（１S）2位 金子丈真（３K）3位 斉藤名趣（１T）3位 

 女子決勝リーグ 山田芽依（３H）3位 予選T 山中星空来（１K）2位 中内可乃（２K）3位 林芽唯（２N）3位 

【水泳部】高知県春季水泳競技大会   

前野希和（３S）100mバタフライ・200mバタフライ・200m個人メドレー 1位  下元健生（１N）50m平泳ぎ 3位 

岩崎祥大（１N）200m背泳ぎ 1位 400m個人メドレー 2位  大田紳平（１T）100mバタフライ 2位 

奥田友樹（２O）100m平泳ぎ 2位  遠賀有真（３D）50m背泳ぎ 3位  森本葵斗（３B）200m背泳ぎ 2位 

大崎由梨亜（３E）200m背泳ぎ・400m個人メドレー 2位  二宮菜々美（３C）100mバタフライ 2位 


