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 夢まであと一歩 ～第 68回秋季四国地区高校野球大会～  

 県予選で３年ぶり 16 回目の四国大会出場を勝ち取った高校野球部は、１回戦で城南高
（徳島県２位校）を３－２、準々決勝で小豆島高（香川県１位校）を４－３と下し、ベス

ト４に進出しました。決勝進出をかけた準決勝戦では明徳義塾高（高知県１位校）に惜し

くも延長 10 回３－４で敗れました。しかしながら、伝統の「粘りと集中力」をいかんな
く発揮し、持てる力をフルに出し切る戦いぶりは、観ている者に感動を与える立派なもの

でした。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 栄 光 の 記 録  

団体名  大会・コンクールなど  

陸上競技部  

第 28 回春野オープン陸上競技大会 

＊男子 110ｍハードル 山﨑大生 優勝 

＊男子 1600ｍリレー（宮地、中村、山﨑、池澤）２位  
第 28 回中学校陸上競技選手権大会 

＊女子 400ｍリレー（弘瀬、道中、松下、上平田）２位  
第 17 回四国高校新人選手権大会 

＊男子 400ｍ 中村一清 ５位  
＊男子 400ｍハードル 山﨑大生 ７位  
＊男子 1600ｍリレー（宮地、中村、池澤、五味）７位  

ソフトテニス部  
浜川杯高知県選手権大会 

＊女子準々決勝 福島・吉田２－４小津高ペア  
中学サッカー部  第 22 回県中学校サッカー選手権大会 ベスト４ 



２回戦 ６－０久礼、３回戦 ８－０三里  
準々決勝 ８－１北陵、準決勝 ０－１宿毛  

高校サッカー部  
第 94 回全国高校選手権大会県大会 

１回戦 １－０岡豊、２回戦５－１清水、  
準々決勝 ０－０（ＰＫ３－４）明徳  

中学ハンドボール部  

高知県中学校選手権大会  
［男子］１回戦 Ａ41－28 城北Ａ、Ｂ16－53 横浜Ａ  
    準決勝 Ａ22‐37 横浜Ａ  
［女子］決勝リーグ Ｂチーム２勝 Ａ１勝１敗 優勝  

テニス部  

全国高校選抜大会県予選 

［男子団体］代表決定リーグ戦 優勝→四国予選へ  
   中岡、梅田、佐竹、石津、宮崎、絹川、白石  
［男子ダブルス］  
 準々決勝 白石・中岡ペア６－１西ペア  
      石津・宮崎ペア６－３土佐塾ペア  
      梅田・佐竹ペア２－６高知ペア  
［女子団体］代表決定リーグ戦 ２位 →四国予選へ  
   市川、小松、森本、岡村、谷本、大久保、濱、土井、前田  
［女子シングルス］  
 準々決勝 浜２－６清谷（高知）  
      岡村６－２小原（高知）  
      小松１－６森田（土佐塾）  
［女子ダブルス］  
      小松・岡村ペア２－８高知ペア  
      前田・土居ペア２－６高知ペア  
      谷本・市川ペア６－１中央ペア  

高校  
バスケットボール部  

全国高校選抜大会県予選 

［男子］２回戦 118－18 佐川  
    ３回戦 63－75 岡豊  
［女子］１回戦 25－76 高知農  

弓道部  
全国高校選抜大会県予選 

［女子個人］土居内晴香 優勝 

 ※全国大会（12 月 24 日～26 日、栃木県）出場  

バドミントン部  

全国選抜大会県予選 

［男子団体］ 優勝 →四国予選へ  
２回戦 ３－０吾北、準々決勝 ３－０中央  
準決勝 ３－１学芸、決勝 ３－１高知商  

［男子シングルス］  
 準々決勝 本田２－０井上（学芸）  



      岩本２－０白岡（南）  
      長瀧２－０隅田（小津）  
 準決勝 本田２－０川窪（南）、岩本２－０長瀧  
 決勝  岩本２－１本田 優勝  
［男子ダブルス］  
 準々決勝 本田・長瀧２－０小津ペア  
      岩本・猪野１－２南ペア  
      橋田・安部０－２西ペア  
      岩松・福田０－２高知商ペア  
 準決勝  本田・長瀧２－０南ペア  
 決 勝  本田・長瀧２－０高知商ペア 優勝  
［女子団体］  
 準々決勝 ３－０追手前、準決勝 ２－３中央  
 ３位決定戦 ３－１西  
［女子ダブルス］  
 準々決勝 弘末・真木２－０追手前ペア  
 準決勝  弘末・真木１－２土佐女ペア  

卓球部  
全国選抜大会県予選 

［男子団体］１回戦 １－３土佐塾  

柔道部  
県高校新人大会  
［男子団体］１回戦 １－４高知  
［男子個人］100Kg 超級 山村 優勝（２勝）  

高校  
ソフトボール部  

全国高校選抜大会県予選 

１回戦１２－１学芸、準々決勝０－２高知工 

高校野球部  

秋季四国地区高校野球県予選 

 ２回戦 １１－４ 中村  
 準々決勝 ６－３ 小津  
 準決勝  ０－５ 明徳義塾  
 ３位決定戦 ３－１ 高知工  
秋季四国地区高校野球  
 １回戦  ３－２ 城南  
 準々決勝 ４－３ 小豆島  
 準決勝  ３－４ 明徳義塾  

総合科学部  
第 65 回高知県高校生徒理科研究発表会 

 努力賞「電磁力を用いた発射装置の製作」 

第 12 回新聞感想文  
コンクール  

＊参加奨励賞 土佐中学校 

＜中学生の部＞最優秀 松崎文香 

       優 秀 矢野有紗 

       優 良 久保佳子、戸梶真帆、山本知穂 



＜高校生の部＞優 秀  高島太郎 

第 69 回県展  

＜写真の部＞ 入 選 仁尾明彦先生 

＜洋画の部＞ 入 選 山崎天峰 

＜書道の部＞ 入 選 日比康貴先生 

＜グラフィックデザインの部＞ 入 選 伊与田茉瑶 

高円宮杯第 67 回  
全日本中学校英語  
弁論大会県大会  

＜弁論部門＞ 知事（最優秀）賞 藤田早斐 

読売賞 小松梨那子 

＜暗唱部門＞ 読売賞 市川真帆 

第 68 回高知県高校  
英語弁論大会  

＜プリペアードスピーチ部門＞ 

  ２位 尾立達哉 

＜ディベート部門＞ ベスト４ 

 

※部の活動状況（大会・コンテストなどの成績）についての情報をお持ちの先生は特活部・

楠目までふるってお願いいたします。 

 心 に も 栄 養 を  ～文化行事～  

本年度の『文化行事』は下記の要領で劇団鳥獣戯画による「三人でシェークスピア」を
鑑賞します。「三人でシェイクスピア」はアメリカの三人の俳優によって創られて大ヒット

しました。カナダ、アメリカをはじめロンドンやフランス、メキシコなどで好評を博しロ

ングランとなりました。日本では 2002 年に劇団鳥獣戯画が本邦初上演。以来、跳び跳びロ

ングランとして上演を続け、2012 年 10 月に満 10 周年を迎えました。高校生の演劇鑑賞会

での公演や、全国の鑑賞会の公演数を加えると 270 回以上の上演数となります。10 年練り

上げた俳優３人の秀逸な芝居をどうぞお楽しみください。 

 

 

１．日 時  11 月 12 日（木）13:30～15:00 

２．場 所  体育館 

３．当日の日程 

  朝読なし 

  昼休みの後予鈴（13:05）で、 

高１Ｔから高３Ｎの順で体育館に入る（前から）。 

   中１Ａから中３Ｅの順で体育館に入る（後から）。  

13：30～15：00 公演 

  終了後 後片付け 

 
 


