二学期を振り返って

様子を少しご紹介します︒
部活動をみてみますと︑二学期に
は第 回愛媛国体において︑少年男
子ライフル競技で個人４位に︑少年
女子剣道が団体５位に入賞しました︒
さらに 月には全国大会の予選が行
われました︒この予選において運動
部では男子バレーボール部︑弓道部︑
女子剣道部︑少林寺拳法部が︑文化
部では吹奏楽部がマーチングバンド
部門で優勝をおさめました︒これら
５つの部活動は全国大会に出場しま
す︒他にも本校の部活動は今年度も
素晴らしい活躍をしています︒
去る 月７日︑８日に前日までの
雨とは打って変わって好天に恵まれ︑
生徒会を中心に生徒たちが自ら企画
し運営する学園祭が行われました︒
今年のテーマは﹁学園でつながる
輪﹂でした︒前日ぎりぎりまでの生
徒達の協力と団結の様子に年々成長
を感じるところです︒文化部の発表︑
クラスの発表︑模擬店と生徒のみな
さんの生き生きとした表情が印象的
でした︒さらにPTA主催のバザー
や物産展にも多くの方々が来てくだ
さり︑大変盛況のうちに終えること
ができました︒ご協力ありがとうご
ざいました︒
続いて︑学習面の取り組みの中か
ら二つ紹介します︒一つ目の話題は︑
５月から高校棟１階に待望の自習室
がオープンしたことです︒机は 席
用意してあり︑主に３年生と２年生
が利用しています︒二学期になると

No.8
編集・発行
高 知 高 等 学 校
高知高等学校 PTA
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全
していくために必要な学力の三要素
として︑①知識・技能︑②思考力・
判断力・表現力︑③主体性をもって
多様な人々と協働して学ぶ態度﹀を
揚げ︑︿これらをバランスよく育む
ことが必要である﹀と指摘していま
す︒そこで︑高大接続の要である大
学入試において上の三要素を多面
的・総合的に評価する選抜方法に切
り替えることにより︑小学校から大
学までの教育を一貫して改革しよう
とするものです︒
大学入学者選抜の方法が変われば︑
そこに至るまでの学校教育︵高校教
育＋中学教育︶も変わっていかざる
を得ません︒こうした変化の方向性
については︑教務部や進路特進部を
中心として︑保護者の皆様にも発信
して行くとともに︑中高一貫という
特質を十分に生かして︑しっかりと
対応していく所存です︒
なお︑すでに導入しておりますｅ
ラ- ー ニ ン グ ﹁ す ら ら ﹂ で の 英 語 学
習や︑本年度から限定的に試行して
いる学習支援クラウドサービス
での学習も︑こうした教育改
Classi
革に対応する動きです︒今後とも積
極的に研究を進めてまいりますので︑
ご理解・ご協力をお願いします︒
次に︑二学期を振り返って学校の

夜の８時︑９時位まで灯りがついて
頑張っている生徒がいます︒９月頃
からは毎日生徒が来て︑ 月までに
延べ約５００名の生徒が自習室を利
用しました︒また︑多くの生徒が定
期的に利用して学習に取り組んでい
て︑特に３年生は参考書や問題集を
睨みながら入試に向けた勉強をした
り︑近くにある進路室へ質問にいく
姿が毎日みられるようになりました︒
よい結果が出るように頑張ってもら
いたいものです︒
次の話題は勉強合宿についてです︒
夏季休業中に今年で３年目となる勉
強合宿が行われました︒年々参加者
は増加し︑昨年の 名から今年は中
学生３名を含む 名が参加して︑ホ
テルSP春野で実施しました︒朝か
ら夜まで２泊３日の合宿で総学習時
間 時間 分を設定してやり遂げま
した︒講義を聞いたり︑問題を解い
たり︑自分で自身の課題を見つけて
学習していく姿勢を身に付けること
が大切です︒この経験が各自の自信
となり︑学習意欲を高め︑より高い
進路実現につながっていくことにな
ると信じています︒
45

25

秦泉寺

三者協力会を終えて
総務部

本年も 月 日︵土︶に﹁三者協
力会﹂が開催されました︒生徒・保
護者・教員の三者が協力し︑ひとつ
のことを成し遂げようという趣旨で
おこなわれていますが︑毎年たくさ
んの生徒・保護者の皆様にご参加い
ただいております︒取り組みとしま
しては︑昨年同様︑校舎内外・周辺

力仁

11

三者協力会

81

25

72

11
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高校副校長石井
保護者の皆様には日頃から本校の
教育活動にご理解とご協力をいただ
き心よりお礼申し上げます︒
さて︑二学期も終わりが近づきま
した︒生徒の皆さんは有意義な二学
期が過ごせたでしょうか︒二学期は
３年生にとって進路を決める大切な
時期で就職試験や大学・専門学校の
入学試験︵推薦入試など︶が行われ
ています︒さらに三学期に入ると本
格的に一般入試があり︑多くの生徒
が受験することになっています︒自
分の進路実現に向けてしっかり取り
組んでください︒
ところで入試といえば︑﹁大学入
試センター試験﹂は２０２０年１月
の実施を最後に廃止されます︒そし
て︑２０２１年１月に新しいテスト
﹁大学入学共通テスト﹂が導入され
ることが文部科学省から発表されて
います︒ちょうど現在の中学３年生
から新しいテストを受験することに
なります︒高大接続改革では︿国際
化︑情報化の急速な発展の中で社会
構造も急速に変革していき︑知識基
盤社会の中で︑新たな価値観を創造
していく力を育てていくことが必
要﹀とされ︑︿社会で自立的に活動

30
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地区の清掃をおこない︑併せて今回
は校舎内のペンキ塗りという取り組
みを新たに試みました︒普段の掃除
では出来ない目の届かないところや︑
登下校等でお世話になっている周辺
地域をきれいにすることで︑生徒た
ちもまた新たな清々しい気持ちで学
校に向かうことが出来るようになっ
たのではないでしょうか︒更には︑
自分たちの手で校舎内の模様替えも
することで︑増々学校への愛着も高
まったことでしょう︒これからもこ
の﹁三者協力会﹂は継続していきま
すが︑年を重ねるごとにより良い活
動になるよう︑保護者の皆様︑来年
以降もご参加ご協力よろしくお願い
致します︒

学園祭

最後の学園祭
文化委員長

中山

由佳

夏海

私にとって︑学園祭は三回目
でした︒六月ぐらいから出し物

和田

今年の学園祭は大成功だった
と思います︒それは︑事故もな
く体育館でのイベントや片付け
などもスムーズに出来ていたか
らです︒全校生徒と先生方の協
力があって出来たものだと思い
ます︒
今回の学園祭のテーマである
﹁学園でつながる輪﹂が生徒と
生徒の間でも︑生徒と先生の間
でも出来ていたと感じました︒
私もたくさんの人との﹁輪﹂を
作ることが出来ました︒それを
一番強く感じたのが︑三年生に
﹁生徒会長︑一緒に写真を撮ろ
う！﹂と言われて︑一緒に写真
を撮ったことです︒今まで喋っ
たこともないのに︑学園祭を通
して色々な人と関わりを持てた
ことはすごく嬉しかったです︒
来年の学園祭に向けての反省点
は︑タイムスケジュールをきち
んと把握すること︑学園ライブ
での鑑賞マナーの向上です︒そ
うすれば︑今回よりももっと良
い学園祭が開催できると思いま
す︒全校生徒の皆さん︑PTA
の皆様︑先生方︑本当にお疲れ
様でした︒

前期生徒会長

学園祭でつながれた輪

（２）
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を決めて準備を始めるのですが︑
やはり全然意見はまとまりませ
ん︒でも︑三年生になった今︑
出し物を何にするかではなく︑
全員でひとつのことをやるとい
うことが大事だと気付きました︒
本祭当日︑自分の係りではな
い人もたくさん手伝いに来てく
れました︒食べ物を作るのが遅
くなってもお客様一人一人に丁
寧に商品を渡したり︑皆で皆を
支えたりして最高の学園祭にな

りました︒
私は︑文化委員長という仕事
もありながら︑クラスを引っ
張ってきました︒前に立つ人は
時には大変な苦労をすることも
あります︒しかしながら︑最後
には﹁楽しかった﹂と皆が口々
に言ってくれて︑本当に文化委
員で良かったと思いました︒私
たち三年生は︑最後の学園祭と
なりましたが︑最高の思い出に
なりました︒

横田

大盛況だった学園祭
前期生徒会議長

陸

今年度の学園祭は︑店舗は大
盛況︑イベントは大盛り上がり
で幕を閉じることが出来ました︒
一時は心配されていた天候も︑
当日は晴天で良き学園祭日和と
なりました︒
普段であれば︑見慣れないよ
うなクラスメイトの姿を目にし
て︑より一層クラスの仲が深
まったのではないでしょうか︒

学園祭準備期間から遅くまで
残ってひたむきに頑張っていた
皆さんの姿がとても印象に残っ
ています︒各種委員会を始め︑
各々に割り当てられた仕事に精
を出していた生徒の皆さん︑あ
りがとうございました︒皆さん
のおかげで他の生徒の皆さんも
楽しむことが出来ました︒
今回の学園祭では︑様々な面
で反省点・改善点も多かったと
思われます︒この経験を活かし
て︑来年度の学園祭をより良い
ものにしていこうと考えていま
す︒本当にお疲れ様でした︑あ
りがとうございました︒

（３）
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中学運動会

津野虎太郎

運動会を終えて
中学校生徒会長

高知中学校の運動会では︑青︑
緑︑黄︑紫︑赤の五色に分かれ︑
団長を率いる生徒達が優勝を目
指して懸命に戦いました︒運動
会当日に備えて各色のチームで
ダンスの練習や︑自分たちが出
場する競技で優勝に貢献するた
めに練習を重ねました︒その中
で︑仲間と協力することで︑仲
間との友情︑思いやりが深まり︑
仲間との絆の大切さを知ること
ができ︑とても良い思い出にな
りました︒

オカムラ

スタジオ

写真提供

（４）
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学園フェスタ

和剛

今年も学園フェスタ開催！

増田
今年度もイオンで学園フェス
タが行われました︒今年で︑５
年目の取り組みとなりますが︑
毎年︑趣向を凝らした学園の特
色を様々な形に置き換えて︑特
に︑今年度は中高が中心となり
学園全体のPR活動を行いまし
た︒
南コートでは︑学校の教室に
見立てたステージを背景に︑幼
稚園児の合唱︑小学校のコーラ
ス部の発表に引き続き︑中高の
吹奏楽のステージと各学校の取
り組み発表が行われました︒特
に︑今回のステージでは︑中高
の軽音楽部のソロステージや︑
ダンス同好会のダンスを初披露
する場もあり︑会場全体が一つ
のまとまりを見せることができ
ました︒そして︑本校の卒業生
でもある︑声優の生田くんとさ
んさんテレビの和田アナウン
サーとのトークショーではこれ
までの活動やソロライブを披露
してくれました︒生田くんは︑
上京するまでは︑本学園の幼稚
園で教員もやっていたという経
験もあり︑学園の幅広さを伝え
ていただきました︒
セントラルコートでは︑プラ
ネタリウムの設置と天文部との
コラボ企画も実現できました︒
以前︑天文部の観望会でもお世
話になった︑本校の卒業生でも
ある関勉先生の活動パネルも合
わせて展示をすることができま

No.８
丘
ヶ
旭
（５）

した︒このコートでは︑学校を
知るということで︑幼稚園から
短大︑リハまでの６校の学校の
取り組みパネルや日々の映像に
通りがかった人々は︑学園を知
る良い機会になりました︒また︑
OGOB紹介では︑昨年度より
卒業生の数も増え︑本校の卒業
生がありとあらゆる分野で活躍
している姿を見せていただくこ
とができました︒本校もまもな
く１２０周年を迎えます︒現在
在籍している生徒達が今を作り︑
これまでの長い歴史をつないで
きてくれた先輩達に感謝しつつ︑
これから新たな仲間となってゆ
く子どもたちへ︑学園だからで
きる﹃信頼される人づくり﹄を
目指した学校教育を通じて関
わっていきたいと思います︒

直人

10

ます︒現行の﹁大学入試セン
ター試験﹂との大きな相違点は
２つあります︒
①﹁思考力・判断力・表現力﹂
を評価するために︑記述式問題
を導入すること︵国語︑数学Ⅰ︑
数学ⅠＡ︶︑②英語の４技能
︵聞く︑話す︑読む︑書く︶の
評価について︑民間の資格検定
試験を活用することです︒なお︑
認定された民間の資格・検定試
験については︑高校３年の４月
〜 月の間の２回までの試験結
果が活用されます︒
また︑２０２３年度までは︑
﹁大学入学共通テスト﹂におい
ても英語の試験が実施されます︒
各大学の判断で共通テストと認
定試験︵民間の資格・検定試
験︶のいずれか︑または双方を
選択利用することを可能にする
としていますが︑国立大学協会
の理事会は今年 月︑両方を全
国 校の受験生に科す方針を決
めました︒
２．個別大学試験における﹁多
面的・総合的評価﹂の導入
文科省は︑大学入学者選抜に
ついて﹁多様な背景を持つ受検
者一人一人の能力や経験を多面
的・総合的に評価するものに改
革すること﹂﹁今後︑各大学の
入学者選抜方法を︑﹁学力の三
要素﹂を多面的・総合的に評価
するものへと転換することが必
要﹂としています︒各大学の個
別の入学試験においては︑﹁一

進路・特進部より

高大接続改革について
小川

高校進路・特進部長

０．高大接続改革とは？
グローバル化の進展︑技術革
新︑国内における生産年齢人口
の急減などに伴い︑予見の困難
な時代の中で新たな価値を創造
していく力を育てることが必要
とされています︒高大接続改革
においては︑高等学校教育︑大
学教育︑大学入学者選抜を通じ
て学力の三要素を確実に育成・
評価する︑三者の一体的な改革
を進めることが極めて重要であ
るとし︑これらの改革に向けて
の取り組みを着実に進めていま
す︒︵文部科学省ＨＰより︶
﹁学力の三要素﹂とは︑﹁知
識・技能﹂﹁思考力・判断力・
表現力﹂﹁主体性を持って多様
な人々と協働して学ぶ態度︵主
体性・多様性・協働性︶﹂を指
します︒
高大接続改革は﹁高等学校教
育﹂︑﹁大学教育﹂︑﹁大学入
学者選抜﹂の３点における改革
ですが︑ここでは特に﹁大学入
学者選抜﹂改革について述べま
す︒
１．大学入学共通テストの導入
現行の﹁大学入試センター試
験﹂に代わって︑２０２０年度
︵２０２１年１月︶からは﹁大
学入学共通テスト﹂が実施され

般入試﹂﹁ＡＯ入試﹂﹁推薦入
試﹂という従来の区分を﹁一般
選抜﹂﹁総合型選抜﹂﹁学校推
薦型選抜﹂に改めます︒一般選
抜では︑詳細に記述された調査
書や志願者本人が記載する資料
等も含めて多面的・総合的に評
価されます︒また︑総合型選
抜・学校推薦型選抜においては︑
小論文︑プレゼンテーション︑
教科・科目に係るテスト︑﹁大
学入学共通テスト﹂等のうち︑
いずれかの活用が必須化されま
す︒
３．近年の大学入試での変化
近年︑一般入試でも面接・志
望理由書等を導入した﹁多面
的・総合的評価﹂を行う募集単
位が増加しています︒また︑英
語の検定試験を入試に活用する
大学は増加しており︑推薦・Ａ
Ｏ入試のみではなく一般入試で
活用する大学も出てきています︒
利用方法は大きく分けて︑①出
願資格として利用︑②見なし満
点︵得点︶・加点︑③英語試験
の免除︑の３つがあります︒
４．大学入学共通テストと新学
習指導要領
下図のように今年度から来年
度にかけてプレテストが実施さ
れます︒本校でも 月に高３の
一部がプレテストを受検しまし
た︒共通テストを受験する最初
の学年は現中学３年生です︒そ
して高校入学時から新学習指導
要領で学習する現小学５年生か
ら共通テストはさらに変更され
る予定です︒
11
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愛媛国体を終えて

には︑今年の結果を上回る結果
を出してもらいたいです︒

クラブ成績優秀者
愛媛国体を終えて
高校女子剣道部主将

酒井香菜子

拓海

発競技 ４位︶

mエア・ライフル立射

杉本

ライフル射撃部
︵

大会で貴重な経験ができまし
た︒練習通りの成績を出すこと
ができ︑顧問やコーチに感謝し
ています︒これからもこの心を
忘れずに頑張っていきたいと考
えています︒私には射撃の才能
がありました︒どんな人にもそ
の人に合った才能があると思う
ので︑自分に才能がないと言っ
ている人はいろんなことにチャ
レンジしてみて下さい︒

柚花

ジュニアオリンピックを戦って
中学陸上部

山中

︵走り幅跳び

したが︑全国の舞台で自己ベス
トに近い記録が出せたこと︑表
彰台に上がれたことは良かった
と思います︒
３位になれたのは︑応援︑指
導してくれた家族︑先生︑先輩︑
まわりの人の支えがあったから
なので︑これからも感謝の気持
ちを忘れずに︑来年は優勝でき
るようにまた頑張ろうと思いま
す︒

世
―侍ジャパン代表選出︶

濵田

中学野球部

アジア選手権を戦って

︵U

制覇を達成でき︑今まで支えて
頂いた方々への恩返しができた
と思います︒この貴重な経験を
今後の学校生活や部活動に活か
していきたいと思います︒

全国中学校体育大会を戦って

㎏級個人戦 準優勝︶

鎌田 直人

中学柔道部
︵

僕が︑今回このような結果を
残せたのは︑自分だけの力では
なく︑いつも練習の指導をして
くれる先生方︑ＯＢの方々︑そ
して共に練習に励む先輩たち︑
いつも助けてくれる家族など︑
たくさんの人に支えてもらった
おかげです︒自分はまだまだ発
展途上で︑全日本の合宿に参加
させてもらった時に︑自分の強
みと弱みを知ることができまし
た︒この強みと弱みについて︑
武器となる強みは更に伸ばし︑
弱みは少しずつでも無くしてい
けるように︑自分らしく練習を

していきたいです︒これからは︑
高校に向けて出来ることをしな
がら︑ひとつでも多くの良い結
果を残せるように︑周囲の力も
借りながら︑柔道を楽しむとい
うことを決して忘れずに頑張っ
ていきます︒

吹奏楽部

60
第3位銅メダル︶

日頃から監督さん︑コーチか
ら教えてもらったことや︑仲間
に支えてもらったことの恩返し
が出来るようにと思いアジア大
会に参加しました︒自分は試合
に出る回数は多くはありません
でしたが︑チームジャパンのた
めに自分ができることを精一杯
頑張りました︒結果的にアジア

少林寺拳法部

男子自由組演武
中川博喜・津野龍生
女子自由単独演武 寺尾真耶

10

台風の影響で雨が降っていま

部

道

剣

女子団体

81

︵女子団体5位入賞︶

私たち剣道部は︑今年愛媛県
で行われた﹁愛顔つなぐえひめ
国体﹂に出場しました︒まず︑
本国体の出場切符を獲得するま
でに︑徳島︑香川︑高知の四国
ブロックを勝ち抜かないといけ
ませんでした︒ブロック予選も
かなりの緊張感がありました︒
予選を勝ち抜き本国体出場が決
まったときには皆で泣いて喜び
ました︒そして︑本国体の本番
までたくさんの練習︑練習試合
を繰り返し︑全員で汗を流して
きました︒本国体では県大会や
インターハイとは違う空気があ
り︑とても張りつめていました︒
試合の中にも緊張があり︑誰も
が出来ることではない体験をた
くさんすることが出来ました︒
また︑来年の高知県の後輩たち

クラブ成績（県体以降）

春の全国大会出場決定
男子バレーボール部
弓 道 部

男子団体
男子個人 福永光起
女子個人 山﨑和

15

No.８
丘
ヶ
旭
（７）

旭
柔

道

ヶ

部

四国高等学校柔道選手権大会
男子団体 出場
女子団体 出場
男子個人 100kg級 準決勝進出 北村昂之祐
全国高等学校総合体育大会 柔道競技
男子個人 100kg級 出場 北村昂之祐
女子個人
52kg級 2回戦進出 山中穂乃香
57kg級 出場
植村 巴
高知県高等学校柔道選手権
（夏季）
大会
男子団体 3位
女子団体 2位
男子個人 73kg級 2位 久保翔平 3位西山修怜、山中将志
90kg級 優勝 藤村大輝
100kg級 優勝 北村昂之祐
2位 原功 成 3位 細川滉士郎
女子個人 44kg級 2位 片田 晶
52kg級 2位 山中穂乃香
63kg級 優勝 植村 巴
高知県高等学校柔道新人
（秋季）
大会
男子団体 2位
女子団体 2位
男子個人 66kg級 2位 山本陸人
73kg級
優勝 山中将志 2位 藤本魁斗 3位 西山修怜
90kg級
優勝 藤村大輝
100kg級 優勝 北村昂之祐
2位 細川滉士郎
女子個人 48kg 級 2位 片田 晶
52kg 級 優勝 山中穂乃香
57kg 級 優勝 植村 巴
高知県南国柔道大会
男子団体 優勝
高知高A
2位 高知高B
男子個人 軽量級 優勝
山中雄真
中量級
優勝 石村光基 3位 藤本魁斗
重量級
優勝 北村昂之祐 2位 原 功成
3位 金枝将太郎、
藤村大輝
女子個人 優勝 植村 巴 3位 片田 晶、
山中穂乃香

相

撲

部

体

操

部

高知県高等学校相撲夏季大会
（県下高校相撲選手権大会）
学年別 個人戦
３位
竹村輝人
高知県高等学校相撲冬季大会
団体戦 ２位 個人戦 竹村輝人 ３位
体重別１００㎏級 山本龍成 ３位
高知県高等学校秋季体操競技選手権大会
男子団体総合 １位
（猪野、
岡村、
山本）
男子個人総合 １位 岡村太洋 第２位 猪野笙之介
３位 山本蒼汰
男子種目別
ゆか
１位 岡村太洋
２位 山本蒼汰
３位
あん馬 １位 岡村太洋
２位 猪野笙之介 ３位
つり輪 １位 岡村太洋
２位 猪野笙之介 ３位
跳馬
１位 猪野笙之介 ２位 岡村太洋
３位
平行棒 １位 山本蒼汰
２位 猪野笙之介 ３位
鉄棒
１位 山本蒼汰
２位 岡村太洋
３位
女子団体総合 １位
（村上、
秋山、
安藝）
女子個人総合 １位 安藝明利 ３位 村上遥菜
女子種目別
跳馬
１位 安藝明利
段違い平行棒 ２位 村上遥菜 ３位 秋山真凜
平均台
１位 安藝明利
ゆか
１位 安藝明利 ３位 村上遥菜

弓

道

部

空

手

部

猪野笙之介
山本蒼汰
山本蒼汰
山本蒼汰
岡村太洋
猪野笙之介

高校夏季大会 男子団体優勝 男子個人 岡本大洋 1位
全国弓道選抜大会県予選(冬季選手権大会）
男子団体優勝
男子個人 福永光起 1位
女子個人 山﨑 和 1位
四国高等学校弓道新人大会 男子団体優勝
県高校冬季大会
男子 個人組手 ＋６８ｋｇ級
女子 個人組手 −５３ｋｇ級
女子 個人組手 ＋５９ｋｇ級
３選手とも四国大会に出場

岩井隆明
辻観 玲
川村羽生

サッカー部

全国高校サッカー選手権大会高知県予選

野

球

部

剣

道

部

秋季四国地区高校野球大会高知県予選
秋季四国地区高校野球大会

優勝
３位
優勝

ベスト４
準優勝
ベスト8

No.８

（８）

陸

上

部

国民体育大会選手選考会
高１男子 榮枝隼人 少年B 砲丸投 優勝
高１男子 岡村豊寿 少年B 砲丸投 ３位
高１女子 日浦理子 少年B 100m 優勝
高知市陸上競技選手権大会
高１男子 榮枝隼人 やり投 2位
高１女子 日浦理子 100m 3位
高２男子 谷 圭太 三段跳 3位
高知県高校新人陸上競技大会
高２男子 谷 圭太 三段跳
２位
（四国大会出場決定）
高１女子 日浦理子 100m
２位
（四国大会出場決定）
高１男子 榮枝隼人 砲丸投
３位
（四国大会出場決定）
やり投げ ２位
（四国大会出場決定）
高１男子 奥宮健太 ８種競技 優勝
高知市陸上競技カーニバル大会
高１男子 榮枝隼人 やり投 優勝
高１女子 日浦理子 走幅跳 優勝
高２男子 谷 圭太 三段跳 優勝

ライフル射撃部

四国高等学校ライフル射撃競技選手権大会
ビームピストル男子個人 第3位 宮田和政
ビームピストル女子個人 第3位 吉田真奈
国民体育大会
エアライフル男子 第4位 杉本拓海
高知県高等学校秋季選手権大会
エアライフル男子個人 第2位 藤岡裕士
高校夏季大会

男子バスケットボール部
２回戦敗退

高校秋季大会

女子テニス部

ベスト４

高知県テニス選手権大会
18歳シングルス 優勝
小原更紗 準優勝 濱崎
３位
山崎有花
18歳ダブルス
優勝
小原更紗・濵﨑 葵
３位
山崎有花・山本もえ
16歳ダブルス
準優勝 田所千明・川田眞子
青山整形杯夏季ジュニアテニス
シングルス 準優勝 田所千明
３位
濵﨑 葵 ３位 山崎有花
ダブルス
準優勝 田所千明・川田眞子
３位
濵﨑 葵・山崎有花
高知県高等学校新人冬季大会 団体 優勝
高知県高等学校新人冬季大会
シングルス 準優勝 田所千明 ３位 濵﨑 葵
ダブルス
優勝
田所千明・川田眞子
３位
濵﨑 葵・山崎有花

葵

男子テニス部

高知県テニス選手権 ジュニアの部
18歳以下
シングルス
優勝
岩瀬京路
ベスト４ 上村洋平 松浦直樹
ダブルス
優勝
上村洋平・岩瀬京路
ベスト４ 土居和希・島本直樹
16歳以下
シングルス
優勝
西原大河
ベスト４ 乙部 輝
ダブルス
優勝
西原大河・秋山将太郎
準優勝
市川敦士・乙部 輝
夏季ジュニアテニストーナメント
高校生の部
シングルス
優勝
岩瀬京路
準優勝
西原大河
ベスト４ 中谷太亮
ダブルス
優勝
岩瀬京路・松浦直樹
準優勝
土居和希・島本直樹
ベスト４ 中谷太亮・西原大河
市川敦士・乙部 輝
高校新人大会
団体戦
優勝
シングルス 優勝
岩瀬京路 準優勝 西原大河
ベスト４ 中谷太亮 土居和希
ダブルス
優勝
岩瀬京路・松浦直樹
準優勝
土居和希・島本直樹
ベスト４ 中谷太亮・西原大河
市川敦士・乙部 輝

少林寺拳法部

四国高等学校剣道選手権大会 男子団体優勝 女子団体出場
インターハイ
男子団体出場 女子団体出場
男子個人出場 木下海成・川元崇史
女子個人出場 酒井香菜子・佐竹 蘭
国民体育大会 少年男子出場 永野浩起・東野一気
川元崇史・木下海成・東野一成
少年女子５位入賞 酒井香菜子・佐竹 蘭・寺村朱理・永野絢香
高知県高等学校秋季剣道新人大会
男子団体３位 女子団体優勝
男子個人 １位 木下海成 ２位 東野一成
３位 吉岡恵佑・弘田悠人
女子個人 １位 佐竹 蘭 ２位 永野絢香

男子バレーボール部

四国高等学校バレーボール選手権大会
優勝
全国高等学校総合体育大会
出場
高知県高等学校バレーボール夏季大会
優勝
全日本バレーボール高等学校選手権大会高知県予選

丘

全国高等学校総合体育大会少林寺拳法競技大会
（インターハイ）
男子団体演武
出場
河野雅仁・須賀広太・市川貴也・磯久侑希・中川博喜・津野龍生
男子組演武
出場 須賀広太・市川貴也
男子組演武
出場 中川博喜・津野龍生
女子組演武
出場 岩村真佑・中山あや
女子単独演武 出場 濱田歩夏
高知県高等学校少林寺拳法夏季大会
男子組演武
1位
中川博喜・津野龍生
女子単独演武 2位
寺尾真耶
高知県高等学校少林寺拳法秋季大会 兼全国高等学校少林寺拳
法選抜大会予選
男子自由組演武
1位
中川博喜・津野龍生
（全国選抜大会出場）
女子自由単独演武 2位
寺尾真耶
（全国選抜大会出場）

軽音楽部

優勝

第13回高知県高等学校軽音楽演奏会 軽音祭
優秀賞 バンド名
「Laze of Lazy」
メンバー ギター・ボーカル：川村斗亜 ギター：横田
ドラム：濱田奏良斗 ベース ：岡﨑史竜

陸

