
 

 

 

 

 

 

 

弓道女子が ！高校ソフトボール、バド男子は ！ 

【弓道部】 

高校秋季大会 女子団体 優勝 ２S御庄、１K川村、２O久保、２N横山 （決勝８－３） 

個人 1年生女子 優勝 川村  2年生女子 優勝 ２N田上  4位 久保  5位 御庄 

高校冬季大会 女子団体  優勝 御庄、川村、久保、２S中西、田上 

                    →全国選抜大会（12月・茨城）に出場 

                       四国新人大会（徳島・11月）にも出場 

                    （決勝 土佐３６中 2位 29中 3位２６中） 

        女子個人 2位 御庄 →全国選抜大会（12月・茨城）出場 

        男子個人 6位 １S金田 

        優秀選手賞  久保 

四国新人大会 女子団体 3位（御庄、川村、久保、中西） 

              予選１６中 3位通過 

              決勝トーナメント 1回戦 土佐 ８－６ 池田（徳島）  準決勝 土佐 ６－７ 高松南（香川） 

中学校秋季選手権大会 男子 団体準優勝 土佐 A    個人 準優勝 佐竹  4位 福永  5位 猪俣 

                     女子 団体優勝 土佐 A      個人 5位 御庄 

【高校ソフトボール部】 

冬季大会 2回戦 15－0宿毛工業（3回）  準決勝 ３－０高知工業   決勝  10－0岡豊（4回） 優勝 

→ 全国選抜大会（3月・岐阜）出場 

【バドミントン部】秋季大会 兼 全国選抜大会県予選 

男子団体 〈準々決勝〉土佐 ３－０ 岡豊  〈準決勝〉  土佐 ３－０ 西・国際 

〈決勝〉 土佐（３年連続優勝） ３－１ 高知中央 

 →全国選抜大会（３月・栃木）出場 

                       第１複  谷優希（２Ｔ）・鶴和日明（２Ｈ）  ０－２ 

 第２複 小山武瑠（２Ｏ）・溝渕主真（２Ｏ） ２－０ 

                       第１単 山口拓夢（２Ｋ）                ２－０ 

第２単 小山武瑠                     ２－０ 

女子団体 〈準々決勝〉土佐 ３－１学芸  〈準決勝〉土佐 ３－１ 高知商業 

〈決勝〉 土佐（準優勝） ０－３ 土佐女子   

 第１複 林夏奈美（２Ｈ）・野村紗知帆（２Ｈ） ０－２ 

 第２複 門田実来（２Ｈ）・田中志歩（１Ｔ）  ０－２ 

 第１単 坂本彩奈（１Ｏ）                ０－２ 

男子個人複 〈準々決勝〉 小山武瑠・谷優希 ２－０ 岡豊  西森直央（１Ｔ）・竹﨑悠真（１Ｋ） ０－２ 高知商業 

鶴和日明・南橋日向（２Ｎ） １－２ 吾北分校  溝渕主真・山口拓夢 １－２ 中央 
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〈準決勝〉 小山武瑠・谷優希 ２－０ 高知商業 

〈決勝〉   小山武瑠・谷優希（優勝） ２－０ 中央  →選抜四国予選（１月・香川県）出場 

男子個人単 〈準々決勝〉 小山武瑠 ２－０ 高知商業   溝渕主真 ０－２ 高知商業 

谷優希  １－２ 中央        山口拓夢 ０－２ 中央 

〈準決勝〉 小山武瑠 ２－０ 高知商業 

〈決勝〉   小山武瑠（優勝） ２－１ 中央  →選抜四国予選（１月・香川県）出場 

    女子個人単  〈準々決勝〉 門田実来・田中志歩 ２－０ 土佐女子 

〈準決勝〉  門田実来・田中志歩 ０－２ 土佐女子 

〈３位決定戦〉 門田実来・田中志歩 不戦勝 土佐女子 

〈第２代表決定戦〉門田実来・田中志歩（３位） ０－２ 土佐女子 

女子個人単  〈準々決勝〉 田中志歩 ２－０ 高知南 

〈準決勝〉   田中志歩 ２－０ 土佐女子 

〈決勝〉     田中志歩 ０－２ 土佐女子 

〈第２代表決定戦〉田中志歩（２位） ２－０ 土佐女子 →選抜四国予選（１月・香川県）出場 

【ライフル射撃】秋季大会 女子エアライフル優勝  女子ビームライフル優勝  ２H村中 四国ブロック予選出場 

【陸上競技部】高知市陸上競技カーニバル 

〈男子中学〉 2位 110mH 古味   走高跳 篠原   5位 走幅跳 西森 

〈女子中学〉 6位 ２００ｍ  佐竹   7位 ８００ｍ  森本 

〈男子〉  3位 ２００ｍ 溝渕   6位 １００ｍ 溝渕   ４×４００ｍ 井上・秋山・今城・大野 

        7位 ４００ｍ 井上   8位 ４×１００ｍ 大野・井上・今城・依光  200m 北村匠 

【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 土佐３６－１４朝倉  土佐２２－２０城西  土佐３３－０高知国際 

【高校女子バスケットボール部】高校秋季大会 

2回戦 土佐 72－１7安芸   準々決勝 土佐 1２－178中央  ベスト８ 

【卓球部】 

高校冬季卓球選手権大会（新人戦）  

【男子】  団体 （１５チーム中） … ４位 

シングルス （１５１人中） ２Ｈ木村 当 …ベスト１６    ２Ｋ田内智章、 １Ｎ吉村 陽 …ともにベスト３２ 

        全国選抜シングルス県予選 （３４人中）  木村 当 …ベスト４ 

四国卓球選手権大会高知県予選 （ジュニアの部）  

 【男子】 木村 当… ベスト１６ （７８人中）   

 【女子】 １Ｔ岩崎心美、 １Ｈ石井千月… ともにベスト１６ （４２人中） 

【男子バレーボール部】 

中学新人大会 予選リーグ 0－2朝倉  0－2城北  0－2青柳・土佐塾 

高校秋季大会  1回戦 0－2高知工業  ※スコア（22－25、２２－２５） 1年生チームでシード校にあと一歩 

【女子バレーボール部】 

中学新人大会 予選 ２－0潮江 ０－２愛宕 ０－２介良  ポイント獲得戦 1位 ２－０城東 ２－０城北 ２－０旭 

高校秋季大会  2回戦 ０－２安芸 

【テニス部】 

高校テニス新人大会   

  団体 男子 優勝  →四国大会出場 

       女子 第 3位 



個人単 男子 優勝 ２S市吉   

第 3位 ２O大谷 １T斉藤   

ベスト８ １S山田   

ベスト 16 １H濱口 １S壬生 １N北村   

         女子 ベスト８ １K山中  

 ベスト１６ ２N林 

  個人複 男子 優勝 市吉・大谷ペア （※市吉は 3冠）   

第 3位 斉藤・濱口ペア 

              ベスト８ 山田・壬生ペア 

         女子 第 3位 ２K竹本・２K中内ペア   

ベスト８ 林・山中ペア 

全国選抜高校テニス大会四国大会   

男子団体 1回戦 ２－３ 英明（香川）  

順位決定戦 1回戦 ３－０ 徳島市立（徳島） 準決勝 １－３ 城南（徳島） 

【中学ソフトテニス部】 

中学校冬季大会  個人 中澤・濵田ペア  ベスト 16（四国インドア出場） 

団体 1回戦 ３－０大方  2回戦 ２－１青柳  準々決勝 １－２東中筋・中村西 〔ベスト８〕 

【柔道部】高校新人大会 

団体戦 1－4明徳     

個人戦  100㎏級 準決勝 高知高〇－△野村 大外刈  第 3位（四国大会出場） 

【自転車競技部】高校秋季大会トラック 

1㎞タイムトライアル 2位 小野  3位 林  6位 片岡 

3㎞個人追い抜き  1位 小野  3位 林 

200m フライングタイムトライアル  1位 小野  4位 林  5位 市川  6位 片岡 

ポイントレース 12㎞  1位 小野  4位 林 

スクラッチ 6㎞  1位 林  3位 小野 

チームスプリント 1500m  1位 タイム１‘46“67  小野・市川・林 

美術部、放送部、オーケストラ部、合唱部が に出場！ 

【美術部】第 66回高校美術展  

平面の部 奨励賞 2T泉杏爾 → 第 46回全国高等学校総合文化祭 （2022年東京大会）出場 

【放送部】第３０回高校秋季放送コンテスト   

朗読部門 3位 2H梶美咲 → 第 46回全国高等学校総合文化祭 （2022年東京大会）出場 

    朗読作品 「旅猫リポート（有川浩）」 冒頭部分を読みました。 

      オーディオメッセージ部門 1位 → 第 46回全国高等学校総合文化祭 （2022年東京大会）出場 

         作品名： made in Kochi ～鉄砲職人の技～ 

          内容 ： 全国でも珍しい鉄砲メーカー ミロク製作所を訪ねてお話をうかがいました。 

          制作 ： チーフディレクター；梶美咲  取材・録音；竹内佐織  制作補助；戸梶未彩 藤本佳子 

【オーケストラ部】第 73回高校連合音楽会  

器楽・管弦楽部門 金賞 → 第 46回全国高等学校総合文化祭 （2022年東京大会）出場 

【合唱部】第 73回高校連合音楽会  

高知よさこい合唱団にて出場 金賞受賞  第 46回全国高等学校総合文化祭 （2022年東京大会）出場 



【英語研究部】高知県高校英語弁論大会 

２O桑原日奈子 2位入賞（四国大会出場、12月・高松市） 

【棋道部】高校囲碁秋季大会   １H 中嶋悠人 優勝 

高文連将棋新人戦県予選   中嶋、１N垣内ともに、スイス式トーナメント戦で 3勝 2敗でした。 

【軽音楽部】ESPentertainment 主催 SCHOOL ROCK CONTEST（高知県の主な高校生バンド 19 組出場） 

準グランプリ（２～３位）mars（高 2 宇田・関・寺村・渡邊・一色），こっぺぱん（高 2 猪野・梅原・沖屋・原） 

奨励賞（4～7 位）Volume（高 1 谷口・野村・藍原） 

 

 

 

 

SHIMANTO ROCK Fes. 四万十緑林公園ホール 出場 

mars（高 2 宇田・関・寺村・渡邊・一色），こっぺぱん（高 2 猪野・梅原・沖屋・原），Volume（高 1 谷口・野村・藍原） 

 

 


