
 

 

 

 

 

 

 

 

【棋道部】四国地区高校囲碁大会 

個人戦 第一位 ２Ｋ松田智貴  →第１６回全国高校囲碁選抜大会 19路盤戦個人戦（3月、大阪）に出場決定！ 

         第三位 １Ｈ中嶋悠人 

  団体戦 第三位 （大将：松田、副将：中嶋、三将：１Ｎ垣内智晴） 

【高校ハンドボール部】高知県高校ハンドボール冬季大会 

  男子 準優勝 四国大会出場 決勝リーグ 1勝 1敗  28－13西・国際 17－38中央 

  女子 優勝   四国大会出場   決勝  33－9東 

【中学ハンドボール部】春の全国中学生ハンドボール選手権大会県予選   

  男子 準決勝 〇 土佐（不戦勝）介良  決勝  〇 土佐 29－19朝倉  3年連続 8度目の優勝 

  女子 リーグ戦 〇 土佐 33－10城北  〇 土佐２３－１０高知 JHC  2年連続 10度目の優勝 

→男女ともに春の全国中学生ハンドボール選手権大会（3月、富山）に出場決定！ 

四国近県ジュニアハンドボール選手権大会     ※大会優秀選手  市川皓晴（２A） 

  男子 3位 1回戦 25－18大久保北（兵庫）  準決勝 15－21多津美（岡山）  ３決戦 23－12総社西（岡山）   

 女子 初戦敗退  1回戦 10－22山田（香川） 

   ※令和 3年度高知県中学校ハンドボール優秀選手 

      男子：長尾綜大、山本琉音、池田彩人、市川皓晴   女子：和田聖来、千田美海、中村爽世、福田遥菜、井上歩未 

【中学女子バレーボール部】高知県中学新人大会 

1回戦 ２－０大方中 勝  2回戦 ２－０大野見・久礼 勝  3回戦 ０－２高岡 負  ベスト１６ 

【高校サッカー部】高知県高校サッカー冬季大会 

1回戦 ３－１丸の内  2回戦 8－0須崎総合  準々決勝 ０－３中央  ベスト８ 

【弓道部】全国高校弓道選抜大会 

個人 御庄暁子（２S） 予選３中 通過 準決勝 ０中 敗退  女子団体 予選敗退 

【高校男子バスケットボール部】高知県高校バスケットボール冬季選手権大会 

1回戦 78－22清水  2回戦 66－31梼原  ３回戦 83－35高専 

５・６位シード決定戦  土佐 75－78高知商  ベスト８ 

【高校女子バスケットボール部】高知県高校バスケットボール冬季選手権大会 

1回戦 27－83中村 

【バドミントン部】高知県高校冬季バドミントン選手権大会 

  男子個人ダブルス〈準々決勝〉 小山武瑠（２Ｏ）・谷優希（２Ｔ） ２－０ 鶴和日明（２Ｈ）・南橋日向（２Ｎ） 

西森直央（１Ｔ）・竹﨑悠真（１Ｋ） ０－２中央  溝渕主真（２Ｏ）・山口拓夢（２Ｋ） ０－２中央 

〈準決勝〉 小山武瑠・谷優希 ２－０ 中央    〈決勝〉 小山武瑠・谷優希（優勝） ２－１ 中央 

男子個人シングルス〈準々決勝〉 小山武瑠 ２－０ 高知南 鶴和日明 ２－０ 山口拓夢 南橋日向 ０－２ 中央 

〈準決勝〉 小山武瑠 ２－０ 鶴和日明      〈３位決定戦〉鶴和日明（ベスト４） １－２ 中央 

〈決勝〉  小山武瑠（優勝） ２－０ 中央    
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女子個人ダブルス〈準々決勝〉門田実来（２Ｈ）・田中志歩（１Ｔ）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（３位） ２－０ 土佐女子 

女子個人シングルス〈準々決勝〉 坂本彩奈（１Ｏ） ０－２ 土佐女子  田中志歩 ２－０ 土佐女子 

〈準決勝〉 田中志歩 ２－１ 土佐女子      〈決勝〉  田中志歩（準優勝） ０－２ 土佐女子 

全国高等学校選抜バドミントン大会四国地区予選会 今年は記念大会のため、各県１位が全国選抜大会（３月・栃木県）に出場 

男子団体〈準決勝〉土佐 １－３ 徳島商業（徳島）  〈３位決定戦〉土佐 ０－３ 高松商業（香川） 

 男子個人戦ダブルス〈準々決勝〉 小山武瑠（２Ｏ）・谷優希（２Ｔ） 不戦勝 徳島商業（徳島） 

〈準決勝〉 小山武瑠・谷優希 ０－２ 坂出工業（香川） 〈３位決定戦〉 小山武瑠・谷優希 ０－２ 英明（香川） 

男子個人戦シングルス〈準々決勝〉 小山武瑠 ２－０ 徳島科学技術（徳島） 

〈準決勝〉 小山武瑠 ０－２ 新田（愛媛）   〈３位決定戦〉 小山武瑠 ０－２ 高松第一（香川） 

【剣道部】高知県高校剣道冬季大会 

  個人戦 ２年女子 ２回戦 坂本－岡豊 負け 

         １年男子 １回戦 高橋－高知 負け  豊島－明徳 負け  ２回戦 山中－岡豊 負け 

         ２年男子 ２回戦 島原－梼原 負け  仙頭－追手前 勝ち ３回戦 仙頭－明徳 勝ち  ４回戦 仙頭－高知 負け 

  団体戦 男子 １回戦 対 商業 １－３ 負け  女子 土佐女子・小津・山田・土佐の連合チーム ベスト４ 

【テニス部】全国選抜中学校テニス大会四国地域予選 

   男子団体２回戦  １－2宇和島南中等教育学校（愛媛）  女子団体２回戦  土佐１－２松山西中等教育学校（愛媛） 

ウィンターズカップ 2022 

   男子 18才以下シングルス ２S市吉 準優勝 ２O大谷、１T斉藤 ベスト４ １S山田 ベスト８  １H濱口、１S壬生 ベスト 16 

      16才以下シングルス  ２C三宮 準優勝   １N北村 ベスト８   ３B濵田 ベスト 16 

      中３以上ダブルス  大谷・市吉 ベスト 4  斉藤・濱口、壬生・山田 ベスト８ 

      中２以下ダブルス  ２C川澤・三宮 準優勝  ２B高木・２E岡崎、２C塩田・２E川村、１B馬場・１D吉村 ベスト８ 

女子 18才以下シングルス  ２N林、１K山中 ベスト８  ２K中内 ベスト 16 

    16才以下シングルス ３A池内 準優勝 ２A田口 ベスト８ ３B島津、３C岩崎、３D押栗、３D馬場、２B笠井 ベスト 16 

   中３以上ダブルス  山中・池内 ベスト４  ２K竹本・中内 ベスト８ 

   中２以下ダブルス  田口・２A島内 優勝  笠井・２E松岡 準優勝 ２A伊勢脇・２D高橋、２A下村・２E岡崎 ベスト８ 

全国選抜ジュニア高知県予選 

   男子 １A今久保 4位 →四国大会出場  ２E岡﨑 5位  １C栁原 7位  ２B髙木・１B馬場・１C岸之上 ベスト 16 

女子 1B森本 ベスト８  

【中学野球部】高知地区中学校野球部駅伝大会 

土佐 A（２A上田、１E香西、１D谷脇、２E青木、２D小笠原秀、２C小笠原陸）  6位入賞 

【卓球部】冬季中学 1年生大会 兼 高校 1年生大会 

中１女子（７３人） 準優勝 １Ｃ谷本彩寧  ベスト４ １Ｅ川田梨乃    ベスト８ １Ｃ海路悠月 

高１男子（３３人） 準優勝 １Ｏ佐竹晴翔  ベスト４ １Ｋ安藝真史、 １Ｎ吉村 陽  ベスト８ １Ｔ井上開喜、 １Ｓ山崎蒼大 

高１女子（１１人） 優勝 １Ｈ石井千月 準優勝 １Ｔ油野颯希 ３位 １Ｔ岩崎心美  ４位 １Ｓ中村友結  ５位 １Ｎ松下京加 

【吹奏楽部】全日本アンサンブルコンテスト高知県大会 

高等学校の部 サクソフォン四重奏 銀賞 

中学校の部   クラリネット五重奏 金賞・代表（四国大会出場） 

             金管八重奏 金賞  フルート三重奏 銀賞   

サクソフォン三重奏 銀賞  木管三重奏 銅賞 

【軽音楽部】高知県高校軽音楽演奏会（軽音祭） 

優秀賞受賞 こっぺぱん（2T猪野・梅原，2O原・沖屋） 

審査員特別賞 mars (2H宇田，2O関，2K寺村，2S渡邊・一色綾） 

       Volume（１Ｔ谷口・１Ｈ野村・１Ｎ藍原） 


