
 

5 月 21 日（土）から 23 日（月）に高知県下各地で開催された「第 69 回高知県高等学

校体育大会」において厳しい予選を見事に勝ち抜き四国高等学校体育大会へ 11 競技 102

名の出場が決定しました！！県大会での成績と共に選手名一覧を掲載します。四国大会での

応援をよろしくお願いいたします！！ 

 

男子個人 第３位 古谷  諒（２年建築科） 菅野 涼介（2 年総合デザイン科）ペア 

男子個人 ベスト１６ 山﨑 雄大（３年電気科） 北村 太一（３年土木科）ペア 

 男子団体 第３位 岡﨑 海都（３年機械科） 南部 海斗（３年電気科） 

          山﨑 雄大（３年電気科） 大﨑 佑太（３年情報技術科） 

          北村 太一（３年土木科） 西森 一博（３年土木科） 

          古谷   諒（２年建築科） 菅野 涼介（2 年総合デザイン科） 以上 8 名 

  

 大野 広嗣（３年電気科） 大野 敦也（３年電気科） 

松村 卓磨（３年電気科） 山本 直志（３年電気科） 

大利 太海（３年情報技術科） 松吉 智史（３年工業化学科） 

乾  隼輔（３年土木科） 堅田 優大（３年土木科） 

佐古田 天（３年土木科） 森下 将伍（３年土木科） 

梅原 嘉人（３年建築科） 永吉洸太郎（３年建築科） 

細木 竣介（３年建築科） 齋藤 聡士（２年機械科） 

大森 悠平（２年情報技術科） 中澤 建登（２年進学Ⅰ型） 

大﨑 恵介（２年建築科）       以上 17 名 

 

 個人戦 岡村 和紀（３年電気科） 桶田 一成（３年機械科） 山崎 玲温（２年機械科） 

     桶田 直生（２年情報技術科） 山本 将司（１年機械科）  

 団体戦 岡村 和紀（３年電気科） 桶田 一成（３年機械科） 山崎 玲温（２年機械科） 

以上 5 名 

 男子個人（73kg 級） 藤村 佳生（３年土木科） 以上 1 名 



男子組演武 第１位 安居侑太朗（３年機械科） 川上 朔哉（３年土木科）ペア 

第２位 門脇 亮平（２年工業化学科） 松田 康雅（２年土木科）ペア 

       第５位 北村 拓人（２年情報技術科） 田中 優稀（２年情報技術科）ペア 

 男子単独演武 第１位 中脇 大晴（２年機械科） 

       第４位 井東 拓斗（２年電気科）           以上 8名 

 

個人体重別８０kg未満級  

第１位 岡本 健汰（３年工業化学科） 

第２位 安丸 幸希（３年工業化学科） 以上 2名  

 

 男子舵手付きクォドルプル 

第１位 片岡 佑斗（３年機械科） 細木 崇裕（３年機械科） 渡邊 悠理（２年建築科） 

横山  雄（２年建築科） 野村 龍青（２年建築科） 

 男子ダブルスカル 

第１位 野本 大貴（３年機械科） 青木  心（３年機械科）ペア 

第２位 岡林 完汰（２年土木科） 高木太久馬（２年建築科）ペア 

 女子シングルスカル 

  第１位 西森 琴音（３年電気科）                     以上 10 名 

 

男子１５００ｍ 第３位 千屋 直輝（３年総合ﾃﾞｻﾞｲﾝ科） 

第５位 武内 英介（３年機械科） 

男子５０００ｍ 第１位 千屋 直輝（３年総合ﾃﾞｻﾞｲﾝ科） 

男子１１０ｍハードル 第５位 掛水 久稀（１年土木科） 

男 子 走 幅 跳 第４位 濱田  剛（３年情報技術科） 

男 子 三 段 跳 第１位 濱田  剛（３年情報技術科） 

第６位 高橋 卓宏（２年電気科） 

男 子 や り 投 第５位 寺村 康平（３年工業化学科） 

男子１６００ｍリレー 第４位 西内 翔吾（３年電気科） 豊永 涼介（３年土木科） 

            高橋 卓宏（２年電気科） 濱田  剛（３年情報技術科） 以上 9 名 

 



男子団体組手 第２位 奧田 大雅（３年建築科） 酒井 康希（２年機械科） 

           澤井  天（２年機械科） 山本 裕哉（２年建築科） 

            片岡 尚也（１年情報技術科） 片岡 光基（１年土木科） 

            小松 昌史（１年建築科） 

 男子個人組手 第３位 片岡 光基（１年土木科）        以上 7 名 

 

 岡田 起虎（３年電気科） 森田 偉吹（３年電気科） 

谷内 堅也（３年工業化学科） 大黒 翔太（３年土木科） 

中越 滉二（３年土木科） 橋詰 渓人（３年土木科） 

 山岡 寧光（３年土木科） 板垣 伸政（３年建築科） 

 小松 史音（３年建築科） 高橋 春人（３年建築科） 

 藤橋 幸矢（３年建築科） 渡辺 大祐（３年建築科） 

 岡林 龍生（２年機械科） 足達 玲太（１年電気科） 

       以上 14名 

氏原 拓海（３年機械科） 谷口 流星（３年機械科） 

中城 泰理（３年機械科） 下本 誠矢（３年土木科） 

武政 充輝（３年土木科） 中脇 慶人（３年土木科） 

橋田 一水（３年土木科） 伊藤   亮（３年建築科） 

谷脇 颯人（２年土木科） 岡林琉之介（２年建築科） 

青木アイゼア（１年機械科） 氏原 海人（１年機械科） 

近森 大起（１年機械科） 德弘 遥仁（１年機械科） 

橋本 翔太（１年機械科） 伊藤 和也（１年電気科） 

弘岡 利和（１年工業化学科）       以上 17 名 

 

久武 将也（３年機械科） 

小笹 航汰（２年電気科） 

堅田 大輝（２年土木科） 

東村 倖汰（２年建築科） 

       以上４名 

総計 102 名 


