
   

特活通信 
 

№２ 

2015.5.18      － ゆうぶんしょうぶ の きせき － 

 目指せ！インターハイ ～県体壮行式～  

 いよいよ今週末（5 月 23 日（土）～25 日（月））に高校運動部員にとっては 1 年間の練
習の総決算である第 68 回高知県高校総合体育大会が行われます。つきましては、その健

闘を祈念するために本日、下記の要領で『壮行式』を行います。１団体でも一人でも多く

のインターハイ（近畿総体、7 月 28 日～8 月 20 日）出場を期待しています。  
＜壮行式の要領＞  
日 時 ５月１８日（月）  ７限目  
場 所 体育館  
対 象   高校生全員  
１．入 場  
  ①  第６限終了   １４：００  

一般生徒は平常通り廊下に整列（１４：００ ２列縦隊、女子前）  
選手は食堂に集合後、指示通り整列し高校棟階段より各部ごとに、吹奏楽部の演奏に

あわせて入場（係の先生の指示による）  
  ②  一般生徒入場  １４：０５～１４：２５（１Ｔ～２Ｏは中央棟階段を使用、３Ｎ～

２Ｋは高校棟階段を使用、体育館に入場したら座る）  
  ③  選手入場    １４：２５～１４：４０（旗、盾、カップなど持参）  
 
２．壮行式       １４：４０～１５：１０  
  ①．開式の言葉  
  ②．団旗授与 学校長から旗手の江川奨一君（男子ハンドボール部）に  
③  学校長より激励の言葉      
④  生徒会長（廣瀬心さん）より激励の言葉  

  ⑤  選手団団長（筒井爽人君・男子テニス部）の宣誓  
⑥  各部部長の抱負  
⑦  校歌斉唱～応援団エール  
⑧  閉式の言葉  

         ＊  生徒退場、選手団居残り  
おめでとう！ 

今までは同好会として活動してきた「応援

部」が向陽会の「部」として活動することが

承認されました。 



太字は主将

金子拓磨(3H) 村田　博(3H) 岡西孝晃(3O) 岡西勇介(3O) 谷　亮成(3O) 久保勇雅(3K) 日浦恒星(3K) 清水功雅(3S) 都築治延(3S) 森崎嵩大(3N)

中村一清(２H) 森　大晟(２H) 池澤雄太(２O) 山﨑大生(２N) 坂本駿人(1H) 宮地博紀(1H) 西森大起(1K) 楠本泰斗(1S) 五味弘一郎(1N) 武政龍之介(1N)

男子２０名 近澤弘実(３T) 有田汐里(３H) 矢倉和泉(３H) 山本茉莉子(３O) 中山早江(３S) 濱岡美空(２O) 竹森菜咲(２K) 山本光紅(２K) 島崎　葵(２N) 宮本結月(1K)

女子１２名 松岡愛莉(1S) 梶田　彩(1N)

水　泳 梼原一輝(３N) 道端智紀(2H) 諏訪裕俊(2K) 徳弘雄太(2S) 岡田　陸(2N) 東富隆馬(2N) 松田昴大(2N) 江口穣太郎(1H) 土居拓矢(1H) 井上龍也(1S)

男子１２名 高橋知希(1S) 松岡　潤(1S)

女子２名 北添日菜(2H) 森田紗布(2T)

卓　球 尾木竜司(3T) 中野佑一(3H) 島本　潤(3N) 竹崎一皓(3N) 若枝保喬(3N) 杉本泰基(1T) 細木　洋(1H) 三好志(1O) 大塚玲央奈(1N)

男子９名

女子６名 竹崎優妃(3S) 喜多布生子(3N) 藤本あかり(2H) 大畠杏菜(2O) 戸梶瑞保(2S) 山崎史織(2N)

ハンドボール 江川奨一(3T) 小松直貴(3T) 奥田　亘(3H) 藤崎文都(3H) 貝原太陽(3O) 武石広海(3O) 曳地　究(3K) 前田航希(3K) 武市絋暉(3S) 戸梶充貴(3S)

男子１４名 羽坂　大(3S) 濵田朋生(3S) 奥田　光(3N) 中山力太(2T) 岡林明彩加(3T) 德増　希(3O)

女子１２名 前田早恵(3T) 濱口京花(3S) 橋田芽衣(3S) 山岡　史(3N) 藤木結葉(2K) 藤田真実(2K) 穂積侑伽(2N) 橋本史織(1H) 畠中みづき(1K) 吉本菜々子(1N)

バスケットボール 秋月　響(3T) 岡林盛枝(3T) 久万武朗(3T) 仙頭　陸(3T) 吉岡孝紘(3K) 秋田飛蕗(3S) 坂本海晴(3S) 西井一喜(3S) 西森　祥(3S) 濱口昌則(3S)

男子１５名 中澤　連(3N) 首藤風真(2T) 久保田大賀(2H) 山下知輝(2O) 野並渓太(2S) 岡本寧々(２Ｓ)

女子１１名 西岡由香里(3H) 山本あいこ(3H) 今井虹歩(3O) 元植彩乃(3O) 笹岡美風(2T) 有澤志織(2H) 森田絵梨奈(2O) 伊勢田菜織(2S) 吉永真耶(2S) 小笠原彩夏(3H)

ソフトボール 佐々木健太(3T) 竹村　稜(3H) 田中優太(3H) 吉澤林助(3H) 小松純也(3O) 津野　航(3S) 岡　尚輝(3N) 山下晃平(3N) 潮田和季(2T) 山本詩文(2O)

男子１７名 海保哲太(2K) 林　左京(2K) 橋本　匠(1T) 小川航平(1O) 菊池泰成(1K) 田村諒太(1K) 井上聡司(1S) 近澤阿由(3O)

女子　１名

田頭健太郎(3O) 宇賀　稜(2T) 森　厚太(2H) 森澤文晶(2H) 小崎群青(2S) 和田亜里斗(2S) 萩野寛太(1H) 藤田大生(1H) 中内優太(1O) 平野空暉(1O)

亀井遥瑛(1K) 山田未来(2T)

男子１１名 二宮沙貴(3S) 澤田優美佳(3N) 津野友里(1T) 川田千尋(1H) 島田　碧(1H) 西岡里紗(1H) 有澤陽菜(1O) 宮越すみれ(1S)

女子９名

剣　道 岡本宗一郎(3T) 今西悠太(3T) 岩井康一郎(3O) 安藝耀太郎(2O) 中田浩之(2N) 敷地貴斗(1H) 片山晃輔(1N) 安岡達郎(1N)

男子８名

女子２名 田村優衣(2O) 田部直央(２S)

柔　道 公文省吾(3T) 尾崎元恒(3O) 高橋卓也(3O) 窪田　旭(3K) 伊藤　悠(3S) 西本英功(3N) 恒石大河(2O) 山村航洋(2S) 池田泰久(1T)

男子９名

大宮陽河(3T) 石元　稜(3H) 高島太郎(3H) 梅下暢朗(3O) 八木練太(3O) 野並真樹(3S) 岩本明斗(3N) 福本圭輔(2N) 福田智仁(2T) 猪野祐大(2O)

岩本雄太(2K) 橋田真一朗(2K) 本田竜也(2K) 岩松完龍(2N) 長瀧弘大(2N) 藤島和生(3T)

男子１６名 弘田穂乃佳(3K) 長崎麻鈴(3S) 上田彩美(3N) 中村　遥(2T) 真木淑乃(2T) 弘末瀬菜(2H) 清遠晏未(2S) 小松加奈(2N)

女子８名

西森友俊(3T) 野村明史(3T) 石田成政(3H) グブタ・ムリドゥル(3H) 山口　凱(3K) 山本悠生(3K) 政平永遠(2T) 形岡冬曲(2K) 室橋慎太郎(2K) 里見直樹(1T)

三保優太(1T) 氏原壮史(1H) 鵜島明良(1H) 片岡優斗(1H) 野村和正(1H) 西田悠成(1H) 山口大偉(1O) 安藤大智(1O) 藤本世人(1K) 谷岡　虹(1K)

男子２６名 河野諒太(1K) 岩井竣亮(1S) 鍵山明伸(1S) 岩﨑小太郎(1N) 小松大誉(1N) 萩野寛記(1N)

女子９名 川西茉奈(3T) 谷村栞里(3T) 梅原依吹(3N) 中村真由香(2T) 村山真理子(2T) 小笠原愛美(2H) 南部香奈(2K) 吉田　雅(1O) 福島なの(1K)

サッカー 中山祐輔(３T) 加藤　駿(3H) 田中　直(3O) 柿沼令興(3K) 中山堅介(3K) 小原樹月(2T) 楠瀬章太(2T) 高芝　蓮(2T) 杉原太一(2H) 須藤大晴(2H)

男子１７名 原　玲音(2H) 吉村考純(2H) 杉山雄紀(2N) 土居雄人(2N) 池邉人起(1T) 坂本晃一(1H) 松下湧士(1O)

弓道 徳永秀人(3T) 押岡　翼(3H) 野中公貴(3H) 細木俊佑(3H) 掛水敬太(3K) 古谷悠真(3K) 吉野知明(3K) 上岡公聖(3S) 稲葉　崇(2O) 吉光創之(2N)

男子１２名 岡田一希(1H) 中澤　樹(1H)

女子９名 三浦彩菜(3T) 岡本茉子(3K) 田中彩貴(3S) 岡内美有(2T) 澤本佑里佳(2O) 大野由愛(2N) 朝倉緋奈子(1O) 有吉陽向(1O) 土居内晴香(1N)

登山 北村耕露(3K) 今戸智也(3S) 北添大稀(2S) 難波　龍(1H)

男子４名

中田圭一(3T) 大久保翔(3H) 筒井爽人(3H) 秦泉寺佑樹(3O) 大谷祐輝(3S) 白石廉太郎(2T) 石津広海(2S) 梅田俊介(2N) 釣井飛志(2N) 宮﨑智也(2N)

川村知希(1O) 佐竹諒介(1O) 矢野晃啓(1O) 中田幸佑(1K) 池田絃人(1S) 池上綜一郎(1S) 絹川仁康(1S) 中岡祐太(1N)

男子１８名 坂東咲映(3H) 有澤美柚(3K) 菊池礼夏(3K) 武市真季(3K) 中岡朝香(3S) 松村沙紀(3S) 大久保茉柚(2T) 森本あさひ(2T) 濵　光咲(2H) 岡村香里奈(2O)

女子１６名 谷本奈美枝(2O) 小松芽衣(2K) 土居玲奈(1T) 市川柚香(1H) 前田華歩(1H) 山本真里恵(1O)

自転車競技 森口和史(2O) 川村直也(2S) 小笠原多喜(1T) 池野元紀(1H) 岸本　開(1H) 山本隆生(1H) 近藤康介(1O) 下保皓明(1K) 篠原祐樹(1N)

男子９名

上田悠登(3T) 高田　輝(3T) 宮脇基樹(3T) 小笠原舜平(3H) 橋本太一(3O) 相原将太(3K) 茨　遥大(3S) 林　龍矢(3S) 松下向陽(3N) 吉原太朗(2H)

吉川勝太(2O) 楫　憲吾(2K) 井上　拓(2S) 吉川周佑(2S) 土居凌太郎(2N) 松原頌季(2N) 森﨑勇斗(2N) 尾崎玄唱(1O) 馬場純平(1O) 柴田大輔(1K)

男子２１名 服部優生(3O)

バレーボール

ソフトテニス

斜体はマネージャー(スコアラー）登録

野球

テニス

バドミントン

陸上競技

2015年度　高校県体　出場選手一覧

 



23日（土） 24日（日） 25日（月）

陸上 10:00　春野陸上競技場 10:00　春野陸上競技場 10:00　春野陸上競技場

卓球 9:00（団体）　県民体育館  9:00　県民体育館

男子 14：50　高知南高校 9:00、16:00　高知南高校

女子 12:30　高知南高校 13:00　高知南高校

男子 10：30　春野体育館 12：00、15:00　春野体育館 11：30　春野体育館

女子 10：30　春野体育館 9：00　春野体育館 10：00　春野体育館

ソフトボール 9：30、12：30　春野（広場Ｃ） 9:30、12:00　春野（広場Ｃ） 9:30　春野（ソフトＡ）

男子 10：10　岡豊高校 岡豊高校

女子 小津高校 小津高校

剣道 高知商業高校 高知商業高校

柔道 県立武道館 県立武道館

バドミントン 天王体育館（男女団体） 天王体育館 天王体育館

ソフトテニス 東部テニスコート 東部テニスコート

サッカー 10:30　野市ふれあい広場 10:30　春野球技場 12：15　春野球技場

弓道 県立弓道場 県立弓道場（男女団体）

登山

男子 春野テニスコート（団体） 春野テニスコート 春野テニスコート

女子 春野テニスコート（団体） 高知市テニスコート 春野テニスコート

自転車 りょうまスタジアム りょうまスタジアム

野球 11：30　東部球場 12:30　春野球場 11：30　春野球場

テニス

平成27年度　第68回高校県体　試合会場一覧

天狗高原

ハンドボール

バスケボール

バレーボール

 


