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2016.9.6      － ゆうぶんしょうぶ の きせき － 

 燃えた夏！ ～全中・インターハイなど夏の記録～  

 この夏は、東北や北海道は台風や

それに伴う雨の被害が頻発する反面、

西日本では本当に雨の降らない焼け

るような夏でしたが、体調は大丈夫

でしたか？ この夏最大のイベント

は何と言っても「リオオリンピック」

でした。日本選手は金 12 個、銀 8
個、銅 21 個、合計 41 個のメダルを
獲得し大活躍でした。なかでも体操

男子団体戦やレスリングで見られた

「最後まで諦めない粘り強さ」がこ

の結果につながった最大の要因であったように思われます。こうした日本選手団の頑張り

は見ているみんなに勇気と感動を与えたし、クラブ部員にも何らかの手本になったのでは

ないでしょうか。  
 さて、こうした夏を運動部員・文化部員とも奮闘し「暑い夏」を演出しました。中でも

中学サッカー部は香川県で行われた四国中学校総合体育大会で初優勝を飾るとともに全国

中学校体育大会に出場しました。日頃の練習の成果をフルに発揮した素晴らしい成績でし

た。以下に、この夏の各クラブの主な活躍ぶりを掲載します。  
団体名  大会・コンクールなど  

女子ハンドボール部  全国高校総体 １回戦 福井商（福井）48－9 土佐  

テニス部  
全国高校総体男子シングルス １回戦石津広海２－８田中（秋田商）

              ２回戦石津０－８今村（清風）  
陸上競技部  全国高校総体 1600ｍリレー（中村、武政、平田、池澤）予選敗退

バドミントン部  
全国高校総体  
＊男子ダブルス １回戦長瀧・本田０－２長野商ペア  
＊男子シングルス１回戦 本田０－２高橋（高岡第一）  

中学サッカー部  全国中学校体育大会 １回戦 ０－１大沢野（富山）  

高校野球部  
第 98 回全国高校野球県予選 準々決勝 ６－８中央  
第 60 回県選抜大会 準決勝 ２－４高知（ベスト４）  

県中学総体  ＊ソフトテニス 男子団体予選１回戦 １－２三原  



※主な記録  ＊卓球 男子団体予選１回戦 敗退  
    女子団体予選１回戦 敗退  
＊男子バレーボール １回戦０－２朝倉  
＊剣道 男子団体２回戦 １－３梼原  
＊空手道 男子個人形１年準決勝 松浦１－４中武（土佐塾）  
＊ハンドボール 男子決勝リーグ ３敗（３位）  
        女子決勝リーグ ２勝（３年連続３回目の優勝）

＊テニス 男子団体 決勝 ２－３佐川 準優勝  
     女子団体 決勝 １－３学芸 準優勝  
     男子シングルス準決勝 白石６－７乙部（佐川）ベスト４  
               松木文、松木祐 ベスト８  
     男子ダブルス決勝 伊野部・松木文ペア０－６佐川ペア  
              準優勝  
          白石・市吉ペア ベスト４  
          都築・椋下ペア ベスト８  
     女子シングルス 決勝 杉原２－６高橋（付属）  
     女子ダブルス決勝 杉原・中田６－１佐川ペア（優勝）

＊陸上競技 男女総合２位  
＜男子＞学校対抗２位  

走り幅跳び 坂本２位  
     ２年 100ⅿ 秋田２位  
     400ⅿリレー ２位 

 ＜女子＞学校対抗３位 

     ２年 100ⅿ 松下 1 位 

     100ⅿ障害 上平田 1 位 

     400ⅿリレー １位  
＊サッカー 決勝 ０－１高知 準優勝  
＊バドミントン 男子団体１回戦 ２－０伊野南  
            ２回戦 ０－２香長   
        女子団体１回戦 ２－０香長  
            準々決勝２－１高知南  
            準決勝 １－２土佐女子 ベスト４  
  女子シングルス 決勝 長瀧０－２岩本（旭） 準優勝  
  女子ダブルス 準決勝長瀧・小笠原１－２城西ペア（ベスト４）

＊水泳［男子学校対抗］優勝（９年連続１５回目） 

・100ⅿ、200m 平泳ぎ 細川２位、高橋３位  
・200m バタフライ 東内 ３位  
・400m メドレーリレー ２位  
［女子学校対抗］３位  



・800ⅿ自由形 山本 ３位  
・100ⅿ平泳ぎ 山本 １位  
・200m 平泳ぎ 山本 ２位  
・200ⅿ個人メドレー 谷脇２位  
・400m 個人メドレー 谷脇 1 位  
・400m リレー、メドレーリレー ３位  

中学四国大会  
※主な記録  

＊水泳 女子 100ⅿ平泳ぎ 山本 ３位  
    女子 400m 個人メドレー 谷脇 ３位  
 
＊弓道部 男子団体 予選１２位  

女子団体（佐竹、泉、藤田）決勝８－５高知南Ａ 優勝

女子個人 藤田 ３位  
＊テニス 男子団体１回戦 ０－３桜町（愛媛）  

女子団体１回戦 ０－３高松北  
＊ハンドボール 女子 1 回戦 １５－１９勝山（愛媛）  

バドミントン部  

＜全日本ジュニア選手権県予選＞  
＊男子シングルス  準決勝 深木０－２弘瀬（高知商）ベスト４  
＊男子ダブルス 及川・落合ペア ベスト８ 

＊ジュニア新人男子シングルス準決勝 清遠１－２中屋（春野中） 

                     ベスト４ 

＊女子シングルス 準決勝 長瀧０－２長瀧（学芸中）ベスト４  
＊女子ダブルス 乾・後藤、武村・岡崎、長瀧・小笠原 ベスト８  
＜中学学年別大会＞  
＊男子シングルス １年高橋 ベスト４  
         ２年清遠 ベスト４  
＜県高校夏季大会＞  
＊男子ダブルス 本田・岩本ペア ベスト８  
＊男子シングルス３位決定戦 岩本 ベスト４  
              深木 ベスト８  

＜国体予選＞→国体出場決定 

決勝 ２－１愛媛県 （本田、岩本が出場）  

卓球部  

県中学学年別夏季大会  
＊女子シングルス３年 田内 ベスト８  
＊女子団体 予選リーグ１勝１敗  
＊女子ダブルス 岡林・山本ペア ベスト８  

ソフトテニス部  
県夏季大会  
＊男子個人 準決勝 野村・小松ペア２－４明徳ペア ベスト４  

中学野球部  第 67 回県選手権大会 ２回戦６－０十川  



           ３回戦０－３中村  

中学  
バスケットボール部  

＊男子１回戦 ６４－４６県中村、２回戦 １０６－２１朝倉  
   ３回戦 ７０－７６甲浦  
＊女子１回戦 ３９－５２鏡野  

中学バレーボール部  
＊男子１回戦 ０－２野市Ａ  
＊女子２回戦 ２－０夜須、３回戦０－２高知南  

※高知教員クラブ  
全日本教員ソフトボール選手権（武内亮太先生が投手として参加）  
決勝 ０－４金沢教員ク  準優勝  

 
※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。 

 


