
春季大会での土佐校生の活躍… 

 棋道部の松田君（高２）、中島君（高１）が全国出場を決めました。また、中学ソフトボール部も 44年ぶりの

単独優勝、中学バドミントン部も男子団体と個人シングルス・ダブルスで優勝しました。 

【棋道部】第20回高知県高校囲碁春季大会

第1位 松田智貴（２Ｋ） 第45回高校総合文化祭囲碁部門個人戦出場（8月、和歌山県） 

第2位 中嶋悠人（１Ｈ） 第45回高校総合文化祭囲碁部門団体メンバーとして出場（8月、和歌山県） 

【中学ソフトボール部】高知県中学校男子春季ソフトボール選手権大会

1回戦 12－０ 仁淀・池川・尾川 準決勝 13－１ 須崎南・高岡・吾北・明徳義塾 

決勝 土佐中（優勝）２－１ 窪川  

単独優勝としては44年ぶり3回目（※2年前は雨天打ち切りによる2校同時優勝でした） 

【バドミントン部】中学校春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 鏡野中 〈準決勝〉土佐中 ２－０ 一宮中 

〈決勝〉土佐中（優勝）３－０ 伊野中 

第１ダブルス  大﨑陽太（３Ｂ）・坂本慶太（２Ｄ） ２－０ 

第１シングルス 黒石遼空（２Ｄ）  ２－０ 

第２ダブルス  吉田伊織（３Ｂ）・寺尾樹（２Ｅ）  ２－０ 

男子個人ダブルス（個人戦はダブルスorシングルスどちらか出場） 

〈準々決勝〉大﨑陽太・坂本慶太 ２－０ 朝倉中ペア 吉田伊織・佐川航汰（３Ｃ）０－２ 伊野中ペア 

寺尾樹・糟谷武寛（２Ｅ）２－１ 宿毛中ペア 

〈準決勝〉大﨑陽太・坂本慶太  ２－０ 一宮中ペア 寺尾樹・糟谷武寛（３位）１－２ 伊野中ペア 

〈決勝〉 大﨑陽太・坂本慶太（優勝）２－０ 伊野中ペア 

男子個人シングルス〈準々決勝〉黒石遼空 ２－０ 本川中 〈準決勝〉黒石遼空 ２－０ 吾北中 

〈決勝〉黒石遼空（優勝）２－０ 伊野南中 

女子ダブルス〈準々決勝〉戸田彩可（３Ａ）・久保絢香（２Ａ）１－２ 春野中ペア 

【弓道部】第18回中学校弓道春季選手権大会 

男子団体 土佐Ａ（３Ａ佐竹恒亮・３Ｄ西村直哉・３Ｃ猪俣碧斗・２Ｄ松本悠汰）準優勝 

 土佐Ｂ（３Ｂ林大将・３Ｅ福永瑠海・３Ａ土津井慶太・２Ｃ岡﨑文翔）第三位 

女子団体 土佐Ｃ（２Ｄ中田すうり・２Ｂ澤田小夏・２Ｃ川端杏奈）準優勝 

土佐Ａ（３Ｅ西岡ももこ・２Ｄ福井沙弥香・３Ｂ御庄紀子）第三位 

男子個人 猪俣碧斗 準優勝    女子個人 御庄紀子 準優勝  ３Ｄ瀬戸野々華 第三位 

【新体操】高知県高校新体操春季選手権大会 

第2位 橋田景都（２Ｋ） 
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【卓球部】中学春季卓球選手権大会 

※コロナ感染防止のため、明徳・土佐女子をはじめ、棄権した学校も多数あり。 

【男子】 団体（３８チーム中）… ベスト８ 

【女子】 団体（１９チーム中）… ベスト４ 

シングルス（１９１人中） ３Ｅ浅井穂花 … 準優勝！ 

【空手道部】第39回高知県少年少女空手道大会 

女子個人形 ３Ａ安藤実花 3位   男子個人形 １Ｄ安藤伊央 3位 

高校県体（5月22日、23日、24日） ◆ 出場クラブの紹介 ◆ 

 団長 高橋賢史朗（バドミントン部）  旗手 松井孝汰郎（テニス部） 選手団 325名（男子２１２・女子１１３） 

部   名 主  将  （年・ホーム） 参 加 人 数 マネ等含 主 な 試 合 会 場 

1 陸上競技 
西田 貞一朗 （3O） 男子15名 

春野運動公園陸上競技場 
片岡 芹菜 （3O） 女子5名 

2 水泳 芹澤 然 （3O） 男子12名 女子3名 くろしおアリーナ※6/12～ 

3 卓球 
木村 当 （2H） 男子9名 

県民体育館 
宮野 日代莉 （2H） 女子9名 

4 新体操 橋田 景都 （2K） 女子1名 県立青少年センター（野市） 

5 ハンドボール 
川野 太郎 （3S） 男子1４名 女子１名 

西高校体育館 
𠮷田 遥香 （3T） 女子15名 

6 バスケットボール 
清岡 大樹 （3O） 男子15名 女子１名 

春野体育館 
宮本 実和 （3O） 女子16名 

7 ソフトボール 江口 直希 （2N） 男子1８名 春野運動公園広場Ｃ 

8 バレーボール 
中川 遼太郎 （3N） 男子13名 女子１名 岡豊高校 

平野 琴水 （3N） 女子10名 未定 

9 剣道 竹村 塁 （3S） 男子7名 女子4名 山田高校 

10 柔道 野村 穣一朗 （2S） 男子5名 県立武道館 

11 バドミントン 
高橋 賢史朗 （3H） 男子12名 

青少年体育館（天王） 
岡田 和花 （3O） 女子12名 

12 ソフトテニス 外崎 圭偉 （3T） 男子12名 女子6名 東部テニスコート 

13 サッカー 示野 太遥 （3S） 男子17名 西南大規模公園 ほか 

14 弓道 
相坂 博也 （3T） 男子13名 

県立弓道場 
山本 和紗 （3T） 女子14名 

15 登山 矢野 颯汰 （2T） 男子４名 女子１名 自然王国 白滝の里 野地峰 

16 テニス 
松井 孝汰郎 （3S） 男子18名 

春野テニスコート ほか 
山田 芽依 （3H） 女子１２名 

17 自転車競技 田村 琳太郎 （3T） 男子５名 りょうまスタジアム 

18 空手道 上田 宗明 （1S） 男子２名 女子２名 高知工業高校 

19 ライフル射撃 村中 美月 （2H） 女子１名 春野ライフル射撃場 

20 野球 和田 大司 （3N） 男子２１名 東部球場、春野球場 




