
善行（個人）
通し
番号

学校名 氏名 学年 主な業績

1
高知県立

春野高等学校

こまつ たけと

小松　武斗
あおき じょうたろう

青木　譲太郎
はまぐち そうた

濵口　颯太

2

○春野高校２年生の３名は、令和３年５月、遠足からの帰りに、高知県警
土佐署いの庁舎近くの早稲川（さいながわ）に架かる橋の下に転落したと
みられる70代男性を発見し、雨中にもかかわらず、連携して人命救助にあ
たった。幸いにも、男性は一命を取り留め、現在はリハビリをするまでに
回復されている。同年７月９日、高知県警土佐署の署長より、人命救助に
貢献したとして、感謝状が授与され、高知新聞にも取り上げられた。緊急
時に自分たちだけの判断で行動に起こすことができたこの経験は、３名の
成長や自信につながっている。

ボランティア（個人）
通し
番号

学校名 氏名 学年 主な業績

1
高知県立

城山高等学校
 の     がわ   み   ゆ

野川　未結 3

〇地域貢献活動に関わりたいということを目標に、２年次より社会福祉型
で福祉教科の学習に励み、部活動のみならず個人としても活動を行ってき
た。
・近隣小学校への学習支援活動（プリント学習指導、採点等）
・地域イベント（ふれあい祭り）の運営、会場準備のボランティア
・通学路の清掃
・ヘアドネーション活動
〇「第12回こうち介護の日ポスター・作文コンテスト」
  ポスターの部  【入選】

2
高知県立

窪川高等学校

くぼ た　     なぎ さ

窪田　凪沙
おおかわうち      り   な

大川内　里奈
みょうじん　  あま ね

明神　天嶺

3

○これまで、令和元年度「自転車盗難防止啓発PR動画」出演、第壱回いっ
とひょう沈下橋アートプロジェクト参加、四万十町「携帯・スマホ・ゲー
ムの『安心・安全な使い方』宣言」四万十町の10の約束啓発ポスターのデ
ザインなど、地域貢献活動を３名それぞれが実践してきた。昨年度、これ
までの窪川高校の地域貢献活動が評価され、公益財団法人四万十公社か
ら、四万十緑林公園内に設置される「森のピアノ」に春をイメージしたデ
ザインを施す依頼があり、このたびの候補者である３名が夜桜やチュー
リップ、スズランなどの花をアクリル絵の具で描き、音楽を楽しめる場づ
くりに一役かった。このことは、高知新聞（令和３年３月18日付け）・四
万十ケーブルテレビ（令和３年３月29日～４月１日）・ＮＨＫのＢＳ１
（７月８日）でも取り上げられ、話題となった。この活躍は、次につなが
り、もう一台のピアノへの秋のデザインの依頼が同校にきているところで
ある。

3
高知県立

窪川高等学校
 かわかみ   え   り

河上　絵里 3

○令和元年
・地域イベントで、地域の食材を使った商品開発（オリジナルケーキ）及
び販売（オリジナルケーキ、クッキー、カップケーキ）。
・地域の子ども対象のリース作成ワークショップを実施。
○令和２年
・新型コロナウイルス対策の布マスクを全校生徒対象に作成し、地域の高
齢者施設・地元小学校（窪川小学校・米奥小学校）に寄付。
・地域の食材を使用したスムージーを商品開発、販売。窪川駅前の宿泊施
設（地域おこし協力隊）の協力のもと、メニューとして販売を継続中。
○令和３年
・旧家地川小学校跡地の宿泊施設紹介のための動画を作成し、地域の魅力
ＰＲに向けて主体的に活動（ドローンによる撮影、動画作成は継続中）
・四万十町の地域イベントChercher2021に参加し、シクラメンの販売。

4
高知県立

窪川高等学校
くに さわ   み   く

國澤　未来 3

○令和元年
・地域イベントで、地域の食材を使った商品開発（オリジナルケーキ）及
び販売（オリジナルケーキ、クッキー、カップケーキ）。
・地域の子ども対象のリース作成ワークショップを実施。
○令和２年
・新型コロナウイルス対策の布マスクを全校生徒対象に作成し、地域の高
齢者施設・地元小学校（窪川小学校・米奥小学校）に寄付。
○令和３年
・旧家地川小学校跡地の宿泊施設紹介のための動画を作成し、地域の魅力
ＰＲに向けた活動のサポート
・子ども対象のマーブルクレヨン作成ワークショップの企画
・地域の農家で地域の食材を使用した商品開発、販売
・四万十町の地域イベントChercher2022に参加し、シクラメンの販売。

令和３年度高知県児童生徒表彰受賞者



通し
番号 学校名 主な業績

1

室戸市立
佐喜浜小学校

東洋町立
甲浦小学校

○佐喜浜小学校及び甲浦小学校５・６年生は、室戸警察署並びに交通安全
協会室戸支部の方々の協力を得て、「室戸・東洋交通少年団」として、２
年前の令和元年度４月から交通事故のない安全で明るい街づくりを目指し
て活動している。
　地域に根ざした活動と認められ、地域や行政の方からたくさんの感謝の
声を得ている。今年度改定された副読本「室戸のくらし」にも紹介される
こととなった。
　子どもたちも、交通安全を守る活動に積極的に参加することで安全への
意識も高まり、日常の生活の中でも行動化されるようになった。また、地
域とのつながりも強くなり、地域を支える一因としての意識も高くなって
いる。

・毎月の交通安全の日や、秋または年末の交通安全週間に、学校近くの国
道沿いに整列して安全の呼びかけ。
・カーブミラーの清掃
・反射材付きのエコバックを地域の方に配付。
・地元の敬老会に参加「交通安全のスローガン」を発表するなど地域の方
とのつながりを考えた活動。
・「世界一のおもいやり　室戸」のPRを提案、協力への呼びかけ。
・夕暮れ時の早めのライト点灯運動の街頭呼びかけ。

2
宿毛市立
宿毛中学校

○本校生徒会は、「学校を良くするために何ができるか」という目的意識
をもち、自分たちの価値を高める活動を進めている。その成果として、生
徒自身が意識を高め、自ら成果を実感することができる取組となってい
る。
なお、生徒会の長年の取組が評価され、本校生徒会執行部が今年５月に一
般社団法人日本善行会より善行表彰された。

・新入生歓迎遠足において仲間づくりや清掃活動を実施。
・「きびなご隊（清掃ボランティア）」として地域の清掃活動を立案、呼
びかけ。全校生徒の約７割の参加を得て実施。１２月・３月にも実施予
定。
・環境美化団体「直七レンジャー」を結成し、毎週木曜の朝に学校内外の
清掃活動。
・自分たちの将来につながる学習に関する点検活動。
・挨拶・交通安全の呼びかけを続け、自転車運転時のヘルメット着用者や
交通ルールを守る人の増加。
・「人を傷つける言葉を使わない週間」を設け、毎日の言葉遣い振り返り
の時間を設けた上で集計し、１週間「エンジェルハート」プログラムを実
施。
・「Ｓポイント制度（ポイント制で生徒会の取組がよかったクラスや生徒
を評価しようという取組）」の実施。

3
高知県立

高知西高等学校

○ユニクロが主催する「届けよう　服のチカラ　プロジェクト」に取り組
んでいる。この活動は、国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）と、ユ
ニクロが共に取り組む児童・生徒向けの学習活動で５年以上継続した活動
となる。不要になった子供服を回収し、海外で服を必要とする人々に届け
るプロジェクトである。学校家庭クラブ員(家庭科受講高校１年生280名）
を中心とした活動で、校内への呼びかけ用のポスターを作成したり、学校
玄関入り口に回収箱を設置するなどの準備をし、毎年、段ボール箱20箱～
50箱ほどの衣類を届けている。

芸術（個人）
通し
番号

学校名 氏名 学年 主な業績

1
高知市立
朝倉小学校

　か　とう 　こ　なつ

加藤　小夏 3

○2021年度ピティナ・ピアノコンペティション　B級
 【地区本選・奨励賞】
○第６回ヤマハジュニアピアノコンクール　高知楽器大会A部門
 【銀賞】

2
高知市立
神田小学校

　たけだ 　み 　く

武田　実玖 5

○第55回記念高野山競書大会
  学生の部  【高野山管長賞】
○読売紙上書道第279回高知県大会
  小学校高学年の部  【第二席】
○第18回筆の友学童生徒書展
  条幅の部  【最優秀筆の友賞】 
○第71回こども県展
  毛筆の部  【推薦　こども県展賞】
○第72回全国学生書道展
  半紙の部  【全国学生書道展大賞】
○第60回JA共済全国小中学生書道コンクール高知県大会
  条幅の部  【金賞・RKC高知放送賞】

3
土佐市立

高岡第一小学校
かた　おか こう せい

片岡　虹晴 6
○第14回佛教大学小学生俳句大会
 【選考委員特別賞　田中典彦選】

4
土佐市立

高岡第一小学校
　もり　たに そう　すけ

守谷　宗亮 6
○令和２年度炎天寺一茶まつり全国小中学生俳句大会
 【秀逸】

ボランティア（団体）

団体名

室戸・東洋交通少年団

生徒会

学校家庭クラブ



通し
番号

学校名 氏名 学年 主な業績

5
土佐市立

高岡第一小学校
　く　　もん 　ゆ 　め

公文　佑芽 5

○小林一茶第20回全国小中学生俳句大会
 【特選】
○令和２年度「ごはん・お米とわたし」
　作文・図画高知県コンクール
　図画の部　【特選】

6
土佐市立

高岡第一小学校
　の　　だ 　さ えき

野田　冴綺 5
○小林一茶第20回全国小中学生俳句大会
 【特選】

7
土佐市立

高岡第一小学校
やま　した しょう　ま

山下　昇真 5
○小林一茶第20回全国小中学生俳句大会
 【特選】

8
土佐市立

高岡第一小学校
　お　がわ 　か　りん

小川　夏凛 4
○令和２年度炎天寺一茶まつり全国小中学生俳句大会
 【秀逸】

9
土佐市立

高岡第一小学校
　お　がわ 　き 　い

小川　希衣 4
○第14回佛教大学小学生俳句大会
 【選考委員特別賞　尾池和夫選】

10
土佐市立

高岡第一小学校
とき　ひさ 　ひ より

時久　陽依 4

○第66回こども小砂丘賞　
 【最優秀】
○第10回きごさい全国小中学生俳句大会
 【佳作】

11
土佐市立

高岡第一小学校
おき 　り 　く

沖　理玖 3
○第39回全国児童画コンクール　
 【ＣＧＣグループ賞】

12
土佐市立

高岡第一小学校
　さ 　さ 　き 　み　お

佐々木　美央 3
○小林一茶第20回全国小中学生俳句大会　
 【特選】

13
土佐市立

高岡第一小学校
たけ　もり 　はやと

武森　勇翔 3
○令和２年度炎天寺一茶まつり全国小中学生俳句大会　
 【秀逸】

14
土佐市立
戸波小学校

　にし 　ひ 　な 　の

西　陽菜乃 4

○令和元年度歯・口の健康に関する図画・ポスター並びに
　啓発標語コンクール　
　標語の部　【歯科医師会長賞】
○令和２年度歯・口の健康に関する図画・ポスター並びに
　啓発標語コンクール　
　標語の部　【高知県知事賞】 
○令和３年度歯・口の健康に関する図画・ポスター並びに
　啓発標語コンクール　
　標語の部　【高知県知事賞】 

15 高知小学校
もり　おか

森岡　るか 5

○第66回青少年読書感想文全国コンクール
　小学校中学年の部  【サントリー奨励賞】
○第66回高知県青少年読書感想文コンクール
　小学校中学年の部　【最優秀賞】

16
田野町立
田野中学校

たか　まつ 　な お

高松　和央 3

○第66回青少年読書感想文全国コンクール
 【入選】
○第66回高知県青少年読書感想文コンクール
 【最優秀賞】

17
いの町立
伊野中学校

　くすのせ 　しょうた

楠瀨　翔太 3
〇第31回日本クラシック音楽コンクール地区本選会
　打楽器部門　【優秀賞】

18
いの町立
伊野中学校

　ぜん　け 　の 　あ

善家　叶愛 3
〇第31回日本クラシック音楽コンクール地区本選会
　打楽器部門　【優秀賞】

19
いの町立
伊野中学校

なかがわ 　ふう　か

中川　楓伽 3
〇第31回日本クラシック音楽コンクール地区本選会
　打楽器部門　【優秀賞】

20
四万十市立
中村中学校

やま　もと 　はなの

山本　花乃 2

○第23回全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト
　四国支部大会　【優勝】
○第25回全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト
　全国大会  【優秀賞】
○第11回ヤング・クラリネッティストコンクール
　ジュニアA部門　【金賞】

21
宿毛市立

小筑紫中学校
いのうえ 　の 　あ

井上　乃愛 3

〇第43回全国海の子絵画展高知県作品展
 【高知県知事賞】
〇第43回全国海の子絵画展作品展　　
 【水産庁長官賞・全国漁業協同組合連合会会長賞】

22
高知県立

高知南中学校
いけがみ あおい

池上　蒼生 3
○第24回日本ジュニア管打楽器コンクール
　 ソロ部門　マリンバの部　中学生コース
　  【金賞】 

23
高知県立

高知国際中学校
 み　うら 　ち　づる

三浦　千鶴 2

○第72回全国学生書道展　
　半紙の部　【準大賞】
○第55回高野山競書大会
 【金剛峯寺賞】



通し
番号

学校名 氏名 学年 主な業績

24 土佐女子中学校
　と 　だ

戸田　あかり 3

○第71回こども県展　
　毛筆の部　【こども県展賞】　　                                                                                                    
○第55回高野山競書大会
 【高野山総長賞】

25 土佐女子中学校
　ありみつ 　ゆ 　ら

有光　由藍 1

○第73回全国学生書道展　 
  半切1/2の部   【書道芸術院理事長賞】                                                                                                                                                                                                                                                           
○第55回記念高野山競書大会　　                                                                                                                                                                                                                                                                  
  【高野山管長賞】　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     　　        　                                                                                                                                                                               　　　　　　　　　　　　　　　          

26
高知県立

安芸高等学校
いわむろ　　　ちなみ

岩室　千海 3
〇第37回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会
 【日本PTA全国協議会賞】

27
高知県立

安芸高等学校
くすのせ　　　ももか

楠瀬　桃花 1

〇第55回高野山競書大会
 【金剛峯寺賞】
〇第37回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会
 【フジテレビ賞】

28
高知県立

山田高等学校
  の    むら   そう  ご

野村　蒼悟 2
○第10回古民家フォト甲子園
 【金賞】

29
高知県立

高知農業高等学校
  かみむら　   な　  み

上村　菜心 1
○第73回全国学生書道展
　半紙の部　【全日本書道連盟賞】

30
高知県立

岡豊高等学校
　ど      い  ふみ   な

土居　史奈 3
〇第32回全日本高校デザイン・イラスト展
　アニメーション部門　【ADEC理事長賞】

31
高知県立

岡豊高等学校
のむら

野村　あかり 3
○第46回GLC学生ギターコンクール
　高校生の部 【第５位】

32
高知県立

岡豊高等学校
くに さわ

國澤　さくら 2
〇第37回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会
　毛筆の部　【審査委員長奨励賞】

33
高知県立

高知東高等学校
おお ぐろ   か

大黒　もえ花 2

〇第55回記念高野山競書大会 
　学生部　【金剛峯寺賞】
〇第44回高校書道展高校書道展
 【奨励賞】
〇第73回全国学生書道展　
　半紙の部　【書道芸術院理事長賞】

34
高知県立

高知丸の内高等学校
おおつか り く

大塚 理功 3
○ローランド・ピアノ・ミュージックフェスティバル
　2020ファイナル
　中高生部門　【最優秀賞】

35
高知県立

高知丸の内高等学校
くすのせ さと し

楠瀬　智士 3

○第64回高校美術展立体の部
 【奨励賞】
○第65回高校美術展立体の部
 【奨励賞】
○第44回全国高等学校総合文化祭（WEB SOUBUN)
  美術・工芸部門出場
○第45回全国高等学校総合文化祭（紀国わかやま総文)
  美術・工芸部門出場
  2年連続総文祭出場

36
高知県立

高知小津高等学校
うめばら こ はく

梅原 瑚白 3
○第72回全国学生書道展
　半切２分の１の部【公益財団法人書道芸術院理事長賞】

37
高知県立

高知小津高等学校
おかもと あや

岡本　彩 3
〇第55回高野山競書大会
 【高野山管長賞】

38
高知県立

高知小津高等学校
はぎの ひ　な　こ

萩野 日菜子 3
○第72回全国学生書道展
　半紙の部　【全国学生書道展大賞】

39
高知県立

高知小津高等学校
はまだ みつ き

濱田 三葵 3
○第72回全国学生書道展
　半紙の部　【公益財団法人書道芸術院理事長賞】

40
高知県立

高知西高等学校
ふじはら ゆうり

藤原 佑莉 3
〇第72回全国学生書道展
　半紙の部　【公益財団法人書道芸術員理事長賞】

41 土佐女子高等学校
いけぞえ み つき

池添 美月 3
○第50回全国高校書道展
 【学長賞】

42 土佐女子高等学校
かしわい　　　み　お　な

柏井　美緒奈 3

○第37回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会
　毛筆の部　【日本経済新聞社賞】
○第72回全国学生書道展　
　半紙の部　【公益財団法人書道芸術院理事長賞】

43 土佐女子高等学校
  くに  まつ　   ち  さと

國松　千聖 2
○第73回全国学生書道展
　半切1/2の部　【全国学生書道展準大賞】

44 土佐女子高等学校
 もり  もと  きょう か

森本　恭加 3
○第73回全国学生書道展
　半紙の部　　【全国学生書道展準大賞】



芸術（団体）
通し
番号

学校名 主な業績

1
土佐市立　

高岡第一小学校

○第30回　高知県合唱コンクール
【銀賞】
○第88回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 高知県コンクール
【金賞】

2
安芸市立

清水ケ丘中学校
○令和３年度高知県吹奏楽コンクール
　中学校B部門【金賞】

3
香美市立
鏡野中学校

○第50回 高知県教育文化祭　高知県吹奏楽コンクール　
　中学校Ａ部門 【金賞】
○第69回 全日本吹奏楽コンクール　四国支部大会
　中学校Ａ部門 【金賞】
○第34回 全日本マーチングコンテスト　四国支部大会　
　中学校部門　 【金賞】

4
高知県立

窪川高等学校

○第７回高知県高等学校軽音楽発表会
 【審査員特別賞】
○第19回高知県高等学校軽音楽演奏会軽音祭
 【審査員特別賞】
○TOKYO MUSIC RISE 
 【奨励賞】   
○全国高等学校選抜ロックフェス
 【奨励賞】 
○TOKYO MUSIC DAYS ワイルドカード部門
 【奨励賞】
○高知県高等学校軽音楽発表会（全国大会予選）
 【最優秀賞】   
○TOKYO MUSIC DAYS 2021ワイルドカード部門フライヤーアーティスト選
出  
○第45回全国高等学校総合文化祭軽音楽部門へ高知県代表として出場 
○全国高等学校軽音楽コンテストへ高知県代表として出場
○第21回高知県高等学校軽音楽演奏会軽音祭
 【最優秀賞】

5

高知県立
四万十高等学校

四万十町立
大正中学校

○平成29年：高知県教育文化祭 高知県吹奏楽祭
           【敢闘賞】
○平成30年：高知県教育文化祭 高知県吹奏楽祭
           【最優秀賞】
○令和元年度：第35回ジャパンステューデントジャズフェスティバル
             【奨励賞】
○令和２年度：全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト
              第23回高知大会
              高校生の部 【優秀賞】
○令和３年度：第36回ジャパンステューデントジャズフェスティバル
　　　　　　  高等学校の部　【優秀賞】

6 高知商業高等学校
○第30回全国高校漫画選手権大会
 【第２位】

文化（団体）
通し
番号

学校名 主な業績

1
高知県立

岡豊高等学校
〇全国都道府県対抗ｅスポーツ選手権2021　MIE
　ｅFootballウイニングイレブン部門　【第３位】

2
高知県立

高知工業高等学校
定時制

○建設技術展2021近畿　橋梁模型製作コンテスト
　一般部門【最優秀賞】【人気作品賞】　

3
高知県立

高知海洋高等学校

○第19回全国水産・海洋高等学校フィッシング
　技能コンテスト
  シロギスの部　【２位】
　ブラックバスの部　【１位】・【２位】・【３位】
　長ものの部　【１位】・【２位】・【３位】　
○海洋保全活動にも力を入れており、年に２回、土佐市の波介川で
「53Pick Up釣り大会」を開催し、大会前に参加者とのゴミ拾い、宇佐の
海岸や仁淀川河口の清掃活動を実施している。

団体名

合唱部

吹奏楽部

吹奏楽部

音楽部３年

アカネサス

音楽部

コミックアート部

団体名

サッカー部３学年

３年土木科

フィッシング部



スポーツ（個人）
通し
番号

学校名 氏名 学年 主な業績

1
香南市立

香我美小学校
　そとやま　　　こ　　た　ろう

外山　琥大郎 5
○高知県夏季少年剣道錬成大会
　５年男子の部　【優勝】

2
香南市立
佐古小学校

し   みず　 　   も    も   こ

清水　萌々子 6
○令和３年度全国少年少女カヌー大会
　女子カヤックペア200ｍ　【第３位】

3
香美市立
山田小学校

おかばやし　　 やま　と

岡林　大翔 6

○第50回高知県少年柔道錬成大会
　 ６年男子65㎏級　  【優勝】 
○高知県柔道整復会第８回高知県少年柔道大会 文部科学大臣杯高知県予選　
　 ６年男子の部　  【優勝】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○第50回高知県少年相撲選手権大会
　 ６年個人  　【優勝】

4
香美市立
山田小学校

にしおか かい 　り

西岡　快莉 4

○I.K.O.セミコンタクトルール第２回全中四国地区交流会 
　兼　2021岡山県空手道選手権大会　
　小学４年男子の部　　【第３位】
　組手小学４年男子上級の部　　【第３位】
○第34回県下少年相撲南海大会　
　個人３年の部　【２位】

5
高知市立

江ノ口小学校
さかもと　　　 しゅう

坂本　脩 6

○第1回四国小学生相撲クラブ選手権　
　個人５年生の部　【第２位】
○第30回高知県スポーツ少年団総合交流大会　
　相撲の部　個人６年生の部　【優勝】

6
高知市立
旭東小学校

とし  おか　      ゆう  の しん

利岡　優乃心 4
〇第39回高知県少年少女空手道選手権大会
　小学校４年男子　個人組手の部　【優勝】

7
高知市立

小高坂小学校
たけうち　　　　だい　ち

竹内　大智 6
○第39回高知県少年少女空手道選手権大会
　小学６年生男子　個人組手の部　【優勝】

8
高知市立
秦小学校

いのうえ　　　　ゆ　な

井上　優奈 5

○とびうお杯第36回全国少年少女水泳競技大会
　女子飛込の部　【優勝】
○第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
　９歳－11歳　１ｍ飛板飛込　【第４位】

9
高知市立

五台山小学校
おかむら　     めい　さ

岡村　明咲 6
○令和３年度全国少年少女カヌー大会
　女子カヤックペア200ｍ　【第３位】

10
高知市立
朝倉小学校

ふじおか　　　　ゆいの

藤岡　唯之 6
○第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
　９歳ー11歳　1ｍ飛板飛込【第３位】　

11
高知市立
大津小学校

かたやま　　　じゅん

片山　潤 6

○2021年度　ヤングスターランクリスト競技大会　
  サマーカップ　ビームライフル自由姿勢40発競技
 【第２位】
○2021年度　ヤングスターランクリスト競技大会
　オータムカップ　ＢＲＦ40ＭＷ小学生40発競技
 【優勝】
○2021年度　第８回全日本小中学生ライフル射撃選手権大会（BR/BP）
  ビームライフル自由姿勢40発競技
 【優勝】

12
高知市立
神田小学校

い　とう　　　　つばき

伊東　椿姫 6

○第30回高知県スポーツ少年団総合交流大会　空手道の部
　 小学６年生女子  個人形の部　【優勝】
○第39回高知県少年少女空手道選手権大会　
　 小学６年生女子  個人形の部　【優勝】

13
高知市立
神田小学校

しげいな　　　　いちり

重稲　一凛 6

○第30回高知県スポーツ少年団総合交流大会　空手道の部
　小学６年生男子　個人形の部　【優勝】
○第39回高知県少年少女空手道選手権大会
　小学６年生男子個人形の部　　【優勝】

14
高知市立
神田小学校

しげいな　　　みづき

重稲　光希 2

○第30回高知県スポーツ少年団総合交流大会　空手道の部
　小学２年男女混合　個人形の部　【優勝】
○第39回高知県少年少女空手道選手権大会
　小学２年生男子　個人組手の部　【優勝】

15
高知市立

横浜新町小学校
よし むら　   　 かな  の

吉村　奏乃 6
○第39回高知県少年少女空手道選手権大会
　小学６年生女子　個人組手の部　【優勝】

16
高知市立

春野東小学校
はま　だ　　　　ゆう　き

浜田　悠希 5
○第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会　
　９歳－11歳　１ｍ飛板飛込　【第２位】　

17
南国市立
大篠小学校

おかばやし　　 ゆ　　い

岡林　結衣 6

○日清食品カップ全国小学生陸上競技交流大会　
　６年女子100m　【優勝】　（大会新記録・全国小学生歴代最高記録）　　　
○2020年度第7回　高松UD記録会
　小学生女子100m  【優勝】（小学５年生全国歴代最高記録）
○日清食品カップ　高知県小学生陸上交流大会　
　６年女子100m　 【優勝】　（大会新記録）　
○第37回高知県小学生陸上競技大会　
　５・６年生女子100m  【優勝】　（大会新記録）

18
南国市立
大篠小学校

に　　お　　　　つ　むぎ

仁尾　摘麦 6
○日清食品カップ小学生陸上競技交流大会　高知県大会　
　女子５・６年生コンバインドA　【優勝】
　（大会新記録及び高知県小学生新記録）

19
いの町立

伊野南小学校
はしむら　　　　 　り　　く

橋村　六駈 6
○第30回全国小学生バドミントン選手権大会
　四国ブロック高知県予選会
　６年以下男子シングルス  【優勝】



通し
番号

学校名 氏名 学年 主な業績

20
土佐市立
蓮池小学校

みやざき　　　　ま　ゆ

宮﨑　真優 6
○2021年度高知県スイミングクラブ選手権水泳競技大会
　Cクラス（11・12才）個人メドレー200ｍ　【優勝】　

21
土佐市立
蓮池小学校

たけうち じょうたろう

竹内　丈太郎 5
○第58回高知県春季水泳競技大会
　Bクラス（９・10才）男子100ｍバタフライ　【優勝】

22
土佐市立
蓮池小学校

はま　だ　　　 そう　じゅ

濵田　宗樹 5
○日清食品カップ小学生陸上競技交流大会　高知県大会
　男子５年100ｍ　【優勝】

23
土佐市立
波介小学校

　く　れ　だ　　　　　けい　た

久禮田　圭太 5
○第8回高知県少年柔道大会　
　５年男子の部　【優勝】

24
佐川町立
黒岩小学校

　よこ　た 　る 　か

横田　瑠花 6
○日清食品カップ小学生陸上競技交流大会高知県大会
　女子５・６年コンバインドB  【優勝】

25
須崎市立

浦ノ内小学校
 さと　み　　　　まこ　み

里見　信実 4
〇第50回四国学童選手権水泳競技大会通信大会
　女子200m個人メドレー３・４年生  【第４位】
　女子200m自由形３・４年生   【第７位】

26
四万十市立

東中筋小学校
わたなべ　　 　えい　た

渡辺　瑛大 6

○高知県小学生春季選手権卓球大会　 　  
　男子ホープス　 【優勝】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○全農杯全日本卓球選手権大会県予選会　
　男子ホープス   【優勝】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○高知県小学生秋季選手権卓球大会　      
　男子ホープス   【優勝】　

27
宿毛市立
咸陽小学校

たけむら もえ

竹村　萌 5
○第38回全国少年少女レスリング選手権大会
　小学校５年生の部　33㎏級　【第３位】

28
宿毛市立
山奈小学校

はら　　　 　の　 あ

原　望愛 4

○日清食品カップ全国小学生陸上競技交流大会高知県選考会
　 女子３・４年生100m　 【優勝】
○第37回高知県小学生陸上競技大会
   女子３・４年生100m   【優勝】

29
高知大学
教育学部
附属小学校

の 　だ め あ

野田　明愛 6
○高知県学童水泳競技大会　　
　小学６年女子　バタフライ50ｍ　【優勝】
　小学６年女子　平泳ぎ50ｍ　【優勝】

30
高知大学
教育学部
附属小学校

くぼかわ　   　りょう　

窪川　諒 4
○高知県学童水泳競技大会　　
　小学４年男子バタフライ50ｍ　【優勝】

31
高知大学
教育学部
附属小学校

もり  ふく　じ　ろう

森　福治郎 1
○第37回高知県小学生陸上競技大会
　男子１・２年生50m　 【優勝】

32
田野町立
田野中学校

くろいわ　　　　　み　ゆ

黒岩　美佑 3

○第39回高知県少年少女空手道選手権大会
　女子個人組手の部  【第２位】 
○第36回高知県中学生空手道選手権大会
　３年女子個人組手　 【優勝】

33
芸西村立
芸西中学校

やまもと　　　　けんと

山本　健翔 1

○第59回四国中学校総合体育大会　陸上競技の部
　男子１年100ｍ　【優勝】
○第75回四国中学校総合体育大会　陸上競技の部
　男子１年100ｍ　【優勝】

34
香南市立

香我美中学校
つじ のぶき

　信希 3

○第59回四国中学校総合体育大会　陸上競技の部
　男子800ｍ　【８位】
○第75回高知県中学校総合体育大会　陸上競技の部             
　男子800ｍ　【優勝】　　　　　　　　　
　３年男子1500ｍ　【第２位】　　　　　　　
○第67回全日本中学通信陸上競技高知県大会
　男子1500ｍ　【優勝】
　男子800ｍ　 【優勝】

35
香南市立

香我美中学校
ながた　　　　りょう

永田　梁 3

○第59回四国中学校総合体育大会　陸上競技の部
　男子3000ｍ　【第２位】
○第75回高知県中学校総合体育大会  陸上競技の部                        
　３年1500ｍ　【優勝】　　　　　　　　
　男子3000ｍ　【優勝】
○第67回全日本中学生通信陸上競技高知県大会
　3000ｍ　【第２位】

36
香南市立

香我美中学校
やまだ　　　　　じん た

山田　仁大 2

○第59回四国中学校総合体育大会　陸上競技の部
　男子2年1500ｍ　【第７位】
○第７5回高知県中学校総合体育大会　陸上競技の部
　男子2年1500ｍ　【第２位】

37
香南市立

香我美中学校
せ　と　やま　　　　　み　お

瀬戸山　実桜 1

○第59回四国中学校総合体育大会　陸上競技の部
　女子1年1500ｍ　【第６位】
○第75回高知県中学総合体育大会　陸上競技の部
　1年1500ｍ　【第２位】

38
香美市立
香北中学校

の  じま　　　ひとなり

野島　仁成 3

○第59回四国中学校総合体育大会　水泳競技の部
　男子100ｍ背泳ぎ　【第３位】　　　　
　男子200ｍ背泳ぎ　【第２位】　
○第75回高知県中学校総合体育大会　水泳競技の部
　男子100ｍ背泳ぎ　【優勝】　
　男子200ｍ背泳ぎ　【優勝】　



通し
番号

学校名 氏名 学年 主な業績

39
高知市立
三里中学校

ながき　　　　　みなみ

長木　美波 3

○第59回四国中学校総合体育大会　陸上競技の部
　女子走高跳　【４位】
○第75回高知県中学校総合体育大会　陸上競技の部
　女子走高跳　【優勝】
○第67回全日本中学生通信陸上競技高知県大会　
　女子走高跳　【優勝】

40
高知市立
大津中学校

のなか　　　　とよひと

野中　豊仁 3

○第48回全日本中学校陸上競技選手権大会　
　男子砲丸投　【８位】
○第59回四国中学校総合体育大会　陸上競技の部　
　男子砲丸投　【優勝】

41
高知市立
大津中学校

ながお　　　かんき

長尾　冠奎 2

○四国ジュニアテニスU14男子シングルス　
 【優勝】
○四国ジュニアテニスU14男子ダブルス　
 【第２位】
○第75回高知県中学校総合体育大会　テニスの部
　男子シングルス　【優勝】 

42
高知市立
大津中学校

もり　もと　　　　　　み　ゅ

森本　美優 2

○第75回高知県中学校総合体育大会　陸上競技の部　
　女子砲丸投　【優勝】
○第67回全日本中学校通信陸上競技高知県大会　
　女子砲丸投　【優勝】

43
高知市立
大津中学校

よこやま　　　　ほ　の　か

横山　穂乃翔 2

○第75回高知県中学校総合体育大会　陸上競技の部
　女子2年100ｍ　【第２位】
○第67回全日本中学校通信陸上競技高知県大会　
　女子2年100ｍ　【第２位】

44
高知市立
大津中学校

かりや　　　　　み　う

假屋　美羽 1

○第59回四国中学校総合体育大会　バドミントンの部
　女子シングルス　【３位】　
○第75回高知県中学校総合体育大会　バドミントンの部　
　【優勝】
○令和３年度高知県中学校春季バドミントン選手権大会　
　【優勝】
○令和３年度全日本ジュニアバドミントン選手権大会
　高知県選考会　【第２位】
○令和３年度高知県中学校学年別バドミントン選手権大会　
　【優勝】　　

45
高知市立
横浜中学校

すがの　　　　あや

菅野　綾 1

○第75回高知県中学校総合体育大会　空手道の部
　1年女子個人形　【優勝】　
　1年女子個人組手【優勝】
○第30回高知県スポーツ少年団総合交流大会　空手道の部
　中学生女子個人組手　【優勝】　

46
高知市立
春野中学校

ゆうき　　　　　なるき

結城　匠輝 3

○第75回高知県中学校総合体育大会　陸上競技の部
　男子走り幅跳び　【第２位】
　男子三段跳び　　【優勝】
○第67回全日本中学校通信陸上競技高知県大会
　男子走り幅跳び　【第２位】

47
高知市立
春野中学校

はまぐち　　　　さ　な

濵口　紗奈 2

○高知県中学校総合体育大会　バドミントンの部
　女子ダブルス　【第２位】
○高知県中学校春季バドミントン選手権大会
　女子ダブルス　【優勝】
○高知県中学校秋季バドミントン選手権大会
　女子ダブルス　【優勝】 

48
高知市立
春野中学校

やすおか ななせ

安岡　七瀬 2

○高知県中学校総合体育大会　バドミントンの部
　女子ダブルス　【第２位】
○高知県中学校春季バドミントン選手権大会
　女子ダブルス　【優勝】
○高知県中学校秋季バドミントン選手権大会
　女子ダブルス　【優勝】

49
南国市立
香長中学校

い　とう　　　　ひろや

伊藤　裕也 3

○第75回高知県中学校総合体育大会　陸上競技の部 
　男子3000ｍ　【第２位】
○第67回全日本中学生通信陸上競技大会　高知大会
　男子3000ｍ　【優勝】 

50
南国市立
香長中学校

ほ　き　やま　　　　め　い

穂岐山　芽衣 3

○第59回四国中学校総合体育大会　陸上競技の部
　女子800ｍ　【第２位】　　　　　　　  
　３年女子1500m　【優勝】 
○第75回高知県中学校総合体育大会　陸上競技の部 
　女子800m　【優勝】　　　　        　
　女子３年1500ｍ　【優勝】
○第67回全日本中学生通信陸上競技大会　高知大会
　女子３年1500ｍ　【優勝】

51
南国市立
香長中学校

きし　だ　　　　み　さき

岸田　美咲 2

○第59回四国中学校総合体育大会　柔道の部
　女子個人63kg級  【優勝】
○第75回高知県中学校総合体育大会　柔道の部
　女子個人63kg級　【優勝】
○第18回高知県中学校柔道春季大会
　女子個人70kg級　【優勝】

52
南国市立
香長中学校

こいし　　　 　ゆうた

小石　優太 2

○第75回高知県中学校総合体育大会　陸上競技の部 　　
　男子2年1500m　【優勝】
○第67回全日本中学生通信陸上競技大会　高知大会
　男子2年1500ｍ　【第２位】　



通し
番号

学校名 氏名 学年 主な業績

53
南国市立
香長中学校

ちかもり　　　りく　と

近森　陸斗 2

○第75回高知県中学校総合体育大会　柔道の部　　
　男子個人90kg級　【優勝】
○第18回高知県中学校柔道春季大会　　　　　　
　男子個人90kg級　【優勝】

54
南国市立
香長中学校

ふじはら　　　まひろ

藤原　昌 2

○第75回高知県中学校総合体育大会　柔道の部　　
　女子個人48kg級　【優勝】
○第18回高知県中学校柔道春季大会　　　　　　
　女子個人48kg級　【優勝】

55
南国市立
香長中学校

 み　き　　　　きよ　む

三木　清夢 2

○第59回四国中学校総合体育大会　柔道の部
　男子個人90kg超級　【優勝】
○第75回高知県中学校総合体育大会　柔道の部
　男子個人90kg超級　【優勝】
○第18回高知県中学校柔道春季大会　　　　　　
　男子個人90kg超級　【優勝】

56
南国市立
香長中学校

やすおか　　 かいせい

安岡　快晟 2

○第75回高知県中学校総合体育大会　柔道の部　　
　男子個人60kg級　【第２位】
○第18回高知県中学校柔道春季大会　　　　　　
　男子個人60kg級　【第２位】　

57
南国市立
香長中学校

たにわき　　　　み　い

谷脇　実依 1

○第59回四国中学校総合体育大会　柔道の部
　女子個人57kg級  【３位】
○第75回高知県中学校総合体育大会　柔道の部
　女子個人57kg級　【第２位】
○第18回高知県中学校柔道春季大会　　　　　　
　女子個人63kg級　【第２位】

58
南国市立
北陵中学校

いなくら　  　　 はると

稲倉　陽斗 2
○第59回四国中学校総合体育大会　陸上競技の部
　男子砲丸投げ　【第２位】

59
南国市立　
香南中学校

おおにし　  　  こうせい

大西　晄正 3

○高知県中学校総合体育大会　陸上競技の部　
　男子走高跳び　　【第２位】
○U16日本陸上競技選手権大会　高知県選考会　
　男子走高跳び　　【優勝】

60
いの町立

伊野南中学校
 みやじ　　　　かいしょう　

宮地　快昇 3

○第75回高知県中学校総合体育大会　バドミントンの部　
　男子シングルス　【第２位】
○高知県中学校春季バドミントン選手権大会　
　男子シングルス　【第２位】

61
仁淀川町立
仁淀中学校

たにわき　　　　と　わ

谷脇　杜和 3
○令和３年度全国中学校体育大会
　第52回全国中学校柔道大会　
　男子個人73㎏級　【第５位】

62
仁淀川町立
仁淀中学校

にしだ　　　　　てる

西田　煌 3
○第59回四国中学校総合体育大会　柔道の部
　男子個人81㎏級　【第３位】

63
仁淀川町立
仁淀中学校

やまもと　　　　こはる

山本　心春 3
○第59回四国中学校総合体育大会　柔道の部
　女子個人52㎏級　【第３位】

64
日高村立
日高中学校

へいし　　　　　らいち

瓶子　礼智 3

○令和３年度全国中学校体育大会
　第61回全国中学校水泳競技大会　飛込競技の部
　男子高飛込　【優勝】
　男子３ｍ飛板飛込　【優勝】

65
四万十町立
窪川中学校

まさおか　　　　り　こ

正岡　璃子 1

○第75回高知県中学校総合体育大会　陸上競技の部
　女子１年100ｍ　【優勝】
○第67回全日本中学校通信陸上競技大会高知大会
　女子１年100ｍ　【優勝】

66
四万十市立
中村中学校

あらたに　 　　さ  く ら

荒谷　紗桜 3

○第75回高知県中学校総合体育大会　柔道の部
　女子個人57kg級　【優勝】
○第18回高知県中学校柔道春季大会
　女子個人57kg級　【第２位】

67
四万十市立
中村中学校

いけうえ　  　　　りんご

池上　林檎 3

○第59回四国中学校総合体育大会　陸上競技の部
　女子四種競技　【第２位】
○第75回高知県中学校総合体育大会　陸上競技の部　
　女子四種競技　【優勝】　

68
四万十市立
中村中学校

のむら　　　　しゅんのすけ

野村　駿乃介 1

○第59回四国中学校総合体育大会　陸上競技の部
　男子1年1500ｍ　【優勝】　
○第75回高知県中学校総合体育大会　陸上競技の部　
　男子1年1500ｍ　【優勝】

69
四万十市立
後川中学校

たけうち　　　　りく　と

竹内　陸斗 3

○第75回高知県中学校総合体育大会　陸上競技の部
　男子走高跳　【優勝】　
○第67回全日本中学校通信陸上競技大会　高知大会　
　男子走高跳　【優勝】

70
宿毛市立

片島中学校
じょうこう　　　ういか

上甲　羽栞 3

○第75回高知県中学校総合体育大会　空手道競技の部
　３年女子個人形の部　　【優勝】
○第39回高知県少年少女空手道大会（中学生の部）
　兼　第29回全国中学生空手道選手権大会県予選
　女子個人形の部　　【第２位】　　　　

71
宿毛市立

片島中学校
いよだ　　　　　こう き

伊与田　航希 2
○第32回全国都道府県中学生相撲選手権大会
　軽量級　【第２位】



通し
番号

学校名 氏名 学年 主な業績

72
宿毛市立
宿毛中学校

しまざき　　　　かいり

島崎　海璃 3
○第59回四国中学校総合体育大会　柔道の部　
　男子個人50㎏級　【第２位】　

73
宿毛市立
宿毛中学校

あらし　　はな

嵐　花 2
○第59回四国中学校総合体育大会　陸上競技の部　
　女子２年1500ｍ　【第３位】　

74
宿毛市立
橋上中学校

おかむら　　　　さいか

岡村　彩花 3

○第59回四国中学校総合体育大会　陸上競技の部　
　100ｍＨ　【優勝】
○第75回高知県中学校総合体育大会　陸上競技の部
　女子100ｍH　【優勝】　(大会新記録)
○第18回高知陸上競技カーニバル大会
　高校女子100mH 　【優勝】
○第67回全日本中学校通信陸上競技大会　高知大会
　女子100ｍH　【優勝】

75
宿毛市立
片島中学校

おおぐし いっ せい

大串　一世 3
○第12回全国中学選抜レスリング選手権大会
　 男子52㎏級　  【第２位】 

76
高知県立
安芸中学校

おおいし　　　　ゆづき

大石　夕月 3

○第59回四国中学校総合体育大会　陸上競技の部　
　女子３年生100m　【第４位】　
　女子200m　【第５位】
○第75回高知県中学校総合体育大会　陸上競技の部　
　女子３年生100m　【優勝】
　女子200m　【優勝】（大会新記録）
○第67回全日本中学生通信陸上競技大会　高知大会　
　女子３年生100m　【２位】
　女子200m　【２位】

77
高知県立
安芸中学校

おかまつ　　　　かのん

岡松　花音 3

○第59回四国中学校総合体育大会　陸上競技の部　
　女子走幅跳　【第４位】
○第75回高知県中学校総合体育大会　陸上競技の部  
　女子走幅跳　【優勝】
○第67回全日本中学生通信陸上競技大会　高知大会　
　女子走幅跳　【優勝】

78
高知県立
安芸中学校

さかぐち　　　　

坂口　みなみ 3
○第59回四国中学校総合体育大会　陸上競技の部　
　女子３年生100ｍ　【第３位】

79
高知県立
安芸中学校

わじき　　　　　　　　　

和食　うゐ 3

○第67回全日本中学生通信陸上競技大会　高知大会　
　女子砲丸投　【第２位】　
○第52回U16日本陸上競技選手権大会　高知県選考会 
　女子砲丸投　【第２位】

80
高知県立
安芸中学校

おかばやし  　 さ　き

岡林　沙季 2

○第59回四国中学校総合体育大会　陸上競技の部  
　女子２年生100m　【第２位】  
　女子200m　【第３位】
○第75回高知県中学校総合体育大会　陸上競技の部　
　女子２年生100m　【優勝】（中学校２年生県新記録、大会新記録）
　女子200m　【第２位】
○第67回全日本中学生通信陸上競技大会　高知大会　
　女子２年生100m　【優勝】
　女子200m　【優勝）

81
高知県立
安芸中学校

　こ　まつ　    　もも　こ

小松　桃子 2

○第75回高知県中学校総合体育大会　弓道の部
　女子個人　【優勝】
○第18回高知県中学校弓道秋季選手権大会
　女子個人  【優勝】 

82
高知県立
安芸中学校

こまつ　　　　　れんのすけ

小松　蓮之介 2

○第75回高知県中学校総合体育大会　水泳競技の部　
　男子100ｍバタフライ　【優勝】
○2021年度高知県スイミングクラブ選手権水泳競技大会　
　クラスＤ（13・14歳）
　100ｍバタフライ　【優勝】

83
高知県立
中村中学校

さ　い　　　　　こうた

佐井　洸太 3

○第59回四国中学校総合体育大会　柔道の部
　男子個人60kg級　【第３位】　
○第75回高知県中学校総合体育大会　柔道の部
　男子個人60kg級　【優勝】
○第18回高知県中学校柔道春季大会　柔道の部
　男子個人60kg級　【優勝】 

84
高知県立
中村中学校

そうざき　　　　ゆうと

宗﨑　優斗 3

○第75回高知県中学校総合体育大会　柔道の部
　男子個人73kg級　【第２位】
○第18回高知県中学校柔道春季大会
　男子個人73kg級　【優勝】

85
高知大学
教育学部
附属中学校

にしおか　　　　ななか

西岡　七夏 2
○第６回全中四国空手道選手権大会　
　組手中学女子の部　【優勝】

86 高知中学校
 おはら　　　　のぶひろ

小原　之拓 3

○第59回四国中学校総合体育大会　体操競技の部
　種目別跳馬　【第２位】　　
　　　　鉄棒　【第２位】　　
　　　　あん馬【第３位】

87 高知中学校
かわた　　　　ここあ

川田　心愛 3

○第59回四国中学校総合体育大会　剣道の部　　
　女子個人　【第３位】
○第64回高知県中学校剣道春季大会　　
　女子個人　【優勝】



通し
番号

学校名 氏名 学年 主な業績

88 高知中学校
くぼかわ ゆう ま

窪川　侑馬 3
○第59回四国中学校総合体育大会　水泳競技の部
　50ｍ自由形　【第８位】

89 高知中学校
　　　　　　　　　　　　なご

モラレス　和み 3
○第59回四国中学校総合体育大会　陸上競技の部　
　女子４種競技　【第３位】

90 高知中学校
やすはら ゆう　き

安原　優輝 3
○第59回四国中学校総合体育大会　水泳競技の部
　男子100ｍ平泳ぎ　【第２位】
　男子200ｍ平泳ぎ　【第２位】　

91 高知中学校
よしな  り　　く

吉名　里恭 3
○第59回四国中学校総合体育大会　水泳競技の部
　男子100ｍ自由形　【第７位】　
　男子200ｍ自由形　【第７位】

92 高知中学校
いのうえ　　　　あ　み　な

井上　蒼海奈 2

○第41回四国中学校ゴルフ選手権春季大会　
　中学女子の部　【３位】
○ジャパンジュニアプレーヤーズチャンピオンシップ
　西日本ブロック大会　
　12～14歳女子の部　【優勝】
○第27回全日本レディースゴルフ選手権中四国大会　
　【優勝】
○第21回黒潮ジュニア選手権　
　中学生女子の部　【優勝】

93 高知中学校
すず　き　　　　み　おう

鈴木　夢桜 2

○第10回徳島秋季陸上競技カーニバル大会　
　一般女子棒高跳  【第2位】
○令和３年　第３回棒高跳記録会　
　女子棒高跳　【優勝】  （県中学記録樹立）

94 高知中学校
まつだ ゆう せい

松田　悠成 2
○第59回四国中学校総合体育大会　水泳競技の部
　男子400ｍ個人メドレー　【優勝】　　
　男子200ｍ個人メドレー　【優勝】　

95 土佐女子中学校
すぎむら　　　　　　　　　　

杉村　リナ 3

〇第75回高知県中学校総合体育大会　テニスの部
　女子シングルス　【優勝】　
〇第58回青山整形杯夏季ジュニアテニストーナメント　
　中学生女子ダブルス　【第２位】　

96 土佐女子中学校
なかやま　　　　り　い

中山　莉唯 3
○第59回四国中学校総合体育大会　陸上競技の部
　女子３年100ｍ　【第２位】

97 土佐女子中学校
やながわ　　　　こなつ

栁川　小夏 3

〇令和3年度全国中学校体育大会
　第61回全国中学校水泳競技大会　
　女子高飛込　【第４位】
　女子３ｍ飛板飛込　【第７位】

98 明徳義塾中学校
せがわ　　　　　はやて

瀨川　迅風 3
○第59回四国中学校総合体育大会　卓球の部
　男子個人　【第３位】

99 明徳義塾中学校
つづき　　　　　かずと

都築　和仁 3
○第52回全国中学校卓球大会
　男子個人　【ベスト８】　

100 明徳義塾中学校
みずの　　　　　みずき

水野　瑞希 3
○第59回四国中学校総合体育大会　卓球の部　
　女子個人　【優勝】　

101 明徳義塾中学校
きもと るい

木本　琉偉 2
○第59回四国中学校総合体育大会　ソフトテニスの部
　男子ダブルス　【優勝】　

102 明徳義塾中学校
さいとう　　　　しゅんたろう

齋藤　俊太朗 2
○第59回四国中学校総合体育大会　卓球の部　
　男子個人　【第２位】

103 明徳義塾中学校
しげの　　　　やすなり

滋野　康成 2

○高知県中学学年別春季卓球大会
　中学２年生男子シングルス　【第２位】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○高知県中学学年別夏季卓球大会
　男子ダブルス【準優勝】

104 明徳義塾中学校
たけもと　　　ゆきの

竹本　薫乃 2

○高知県中学学年別春季卓球大会
　中学２年生女子シングルス　【優勝】　　　　　　　　　　　　　　　　　
○○高知県中学学年別夏季卓球大会
　中学２年生女子シングルス　【第２位】

105 明徳義塾中学校
たちふじ　　　　らいむ

立藤　来夢 2

○第75回高知県中学校総合体育大会　卓球の部
　男子個人　【第２位】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○高知県中学学年別夏季卓球大会
　中学２年生男子シングルス　【優勝】

106 明徳義塾中学校
み　た ゆうと

三田　勇人 2
○第59回四国中学校総合体育大会　ソフトテニスの部
　男子ダブルス　【優勝】

107 明徳義塾中学校
わたなべ　　　　ここは

渡邉　心葉 2
○第59回四国中学校総合体育大会　卓球の部　
　女子個人　【第２位】　

108 明徳義塾中学校
い　とう　　　　かいしん

伊藤　快眞 1

○高知県中学学年別春季卓球大会
　中学１年生男子シングルス　【第２位】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○高知県中学学年別夏季卓球大会
　中学１年生男子シングルス　【優勝】



通し
番号

学校名 氏名 学年 主な業績

109 明徳義塾中学校
こはし　　　　　ほのか

小橋　萌加 1
○第59回四国中学校総合体育大会　卓球の部　
　女子個人　【第３位】　

110 明徳義塾中学校
たちかわ　　　　ゆうな

立川　釉菜 1

○高知県中学学年別春季卓球大会
　中学１年生女子シングルス　【優勝】　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○高知県中学学年別夏季卓球大会
　中学１年生女子シングルス　【第２位】

111 土佐塾中学校
いちむら　　　あいさ

市村　曖紗 2

○第30回高知県スポーツ少年団総合交流大会　空手道競技　
　中学生女子個人形　【第２位】
○第75回高知県中学校総合体育大会　空手道競技の部
　２年女子個人形　【優勝】　

112
高知県立

安芸高等学校
 なか じま　　   ゆ   の

中島　夢乃 1
○第23回四国高等学校新人陸上競技選手権大会　
  女子100m　 【優勝】

113
高知県立

山田高等学校
　おざき　　　　　　　みつ

尾崎　　光 3
○第74回四国高等学校陸上競技対校選手権大会　
　女子3000ｍ　【優勝】

114
高知県立

高知農業高等学校
まえ　だ　　　　　よ　しお

前田　佳穂 3
○JOCジュニアオリンピックカップ　第15回U18陸上競技大会
　U18男子円盤投げ 　【第８位】

115
高知県立

高知農業高等学校
やまもと　　　　なぎさ

山本　和沙 3
○令和３年度全国高等学校総合体育大会　陸上競技大会
　女子三段跳び　【第６位】

116
高知県立

高知農業高等学校
たかさか　　　 れん

髙坂　蓮 2
○JOCジュニアオリンピックカップ　第15回U18陸上競技大会
　U18男子やり投げ   【第４位】

117
高知県立

岡豊高等学校
いわみ　　　　　る　ん

岩見　琉音 3
○令和３年度全国高等学校総合体育大会　陸上競技大会
　女子円盤投　【第８位】

118
高知県立

岡豊高等学校
おうみ　　　　　か　ほ

近江　香穂 3

○第22回四国高等学校新人陸上競技選手権大会
　女子800ｍ　【第２位】　
○第74回四国高等学校陸上競技対校選手権大会
　女子800ｍ　【第２位】　　

119
高知県立

岡豊高等学校
さかもと　　　　か　ほ

坂本　果穂 3

○第22回四国高等学校新人陸上競技選手権大会
　女子やり投　【優勝】
○第74回四国高等学校陸上競技対校選手権大会
　女子やり投　【第２位】　　

120
高知県立

岡豊高等学校
くろ　いわ 　そ　ら

黒岩　澄空 3
○第60回全日本競歩輪島大会
　男子５km競歩  【第４位】　

121
高知県立

岡豊高等学校
なか　がわ　　こう　し　ろう

中川　倖士朗 3

○令和３年度全国高等学校総合体育大会　柔道競技大会　
　男子個人73㎏級　【第５位】
○JOCジュニアオリンピックカップ令和３年度四国ジュニア
  柔道体重別選手権大会　73㎏級　優勝　

122
高知県立

岡豊高等学校
ひさまつ　　　ばんしょう

久松　万照 3
○第43回全国高等学校柔道選手権大会　
　男子個人60㎏級　【第５位】　

123
高知県立

高知南高等学校
　きよおか　　　　

清岡　もえ 3
令和３年度第18回四国高等学校レスリング選手権大会
　女子53㎏級　【優勝】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

124
高知県立

高知南高等学校
うえむら　　　　りっしん

上村　律心 2

○令和３年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技大会
　第68回全国高等学校レスリング選手権大会
　個人60㎏級　【第５位】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○令和２年度第64回全国高等学校選抜レスリング大会
　四国地区予選会
　個人60㎏級　【優勝】

125
高知県立

高知南高等学校
たかはし　　　ゆうじん

高橋　侑臣 2

○令和３年度第37回全国高校生グレコローマンスタイル
　レスリング選手権大会
　80㎏級　【第７位】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○令和２年度第64回全国高等学校選抜レスリング大会
　四国地区予選会
　個人80㎏級【優勝】

126
高知県立

高知南高等学校
にしうち　　　　ゆうと

西内　悠人 2

○令和３年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技大会
　第68回全国高等学校レスリング選手権大会
　個人55㎏級　【優勝】
○令和２年度風間杯第64回全国高等学校選抜レスリング大会
　個人55㎏級　【優勝】

127
高知県立

高知工業高等学校
　もりた　　　　りゅう　どう

森田　龍道 3

○第74回四国高等学校陸上競技対校選手権大会　
　男子5000mW　  【第２位】
○JOCジュニアオリンピックカップ　第15回U18陸上競技大会　
  U18男子3000mW　 【第２位】　

128
高知県立

高知工業高等学校
たにわき　　　りょう　た

谷脇　涼太 3

○第74回四国高等学校陸上競技対校選手権大会　
　男子5000mW　  【優勝】　 
○JOCジュニアオリンピックカップ　第15回U18陸上競技大会　
　男子3000mW　  【第４位】　



通し
番号

学校名 氏名 学年 主な業績

129
高知県立

高知工業高等学校
　つ　だ　　　　しょう　た　ろう

津田　翔太郎 2

○第23回四国高等学校新人陸上競技選手権大会　
　 男子5000mW  　【第２位】　 
○JOCジュニアオリンピックカップ　第15回U18陸上競技大会　
　男子3000mW　   【第７位】　 

130
高知県立高知

追手前高等学校
つ　え　　　　　ゆきひと

津江　透仁 3

○第72回四国高等学校選手権水泳競技大会
　男子200ｍバタフライ　【優勝】　
○令和３年第74回度高知県高等学校体育大会　水泳の部　
　男子200ｍバタフライ　【優勝】　
　男子200ｍ自由形　【優勝】　

131
高知県立高知

追手前高等学校
やない　　　　　ゆうた

栁井　佑太 3
○第74回高知県高等学校総合体育大会　陸上競技の部
　男子110ｍH　【優勝】　（県新記録）　

132
高知県立
高知追手前
高等学校

やま　ざき 　　 め　　い

山﨑　愛依 2
○第23回四国高等学校新人陸上競技選手権大会
  女子やり投げ　 【優勝】　

133
高知県立

高知西高等学校
やま　だ　　　　え　な

山田　瑛奈 3

○令和３年度全国高等学校総合体育大会　水泳競技大会
　第89回日本高等学校選手権水泳競技大会　飛込競技　
　女子高飛込　【第７位】
○2021年度第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ
　夏季水泳競技大会
　女子高飛込　【第７位】　
　女子3ｍシンクロナイズド　【優勝】　　
　女子3ｍ飛板飛込　【第３位】　

134
高知県立

高岡高等学校
はし　もと　　　　そ　　ら

橋本　青空 3
○第10回全日本トライアル選手権大会
　男子ジュニア20　【第３位】

135
高知県立

幡多農業高等学校
はまむら　　　　ゆうか

濵村　柚香 3
〇第74回四国高等学校陸上競技対校選手権大会　陸上競技の部
　女子やり投げ　【優勝】

136
高知県立

中村高等学校
西土佐分校

ふく　しま　　　  り　　ほ

福島　里穂 3
○令和３年度全国高等学校総合体育大会カヌー選手権大会
　女子カナディアンシングル500m　 【優勝】
　女子カナディアンシングル200m　 【優勝】

137 高知商業高等学校
やまさき　　　　かれん

山崎　佳蓮 3

○令和３年度全国高等学校総合体育大会　水泳競技大会
　第89回日本高等学校選手権水泳競技大会　飛込競技
　女子高飛込　【第２位】　
　女子３ｍ飛板飛込　【第２位】　
　学校対抗　【第２位】
○2021年度第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ
　夏季水泳競技大会
　女子高飛込16歳ー18歳　【第２位】
　女子３ｍシンクロナイズド　【優勝】

138
高知工業

高等専門学校
いし　ざき　　　  ゆ　　り

石﨑　友梨 3
○令和３年度第56回全国高等専門学校体育大会テニス競技
　女子ダブルス  【第３位】　

139
高知工業

高等専門学校
い　　もと　　　   ま　　な

井本　眞菜 3
○令和３年度第56回全国高等専門学校体育大会テニス競技
　女子ダブルス  【第３位】　

140
高知工業高等
専門学校

こ　ばやし　　　こ　ゆ　き

小林　胡由希 2
○第62回四国高等学校選手権大会　ヨット競技
　女子レーザーラジアル級　【優勝】

141 高知高等学校
つねいし　　　　の　の

恒石　望乃 1
○JOCジュニアオリンピックカップ　第52回U16陸上競技大会　
  U16女子三段跳　 【第２位】

142 高知高等学校
ながの　　　　　ふうか

永野　楓佳 3
○第21回四国高等学校剣道新人大会　
　女子個人　【優勝】

143 土佐女子高等学校
やまもと　　　　れいら

山本　礼羅 1

○第72回四国高等学校選手権大会
　女子200ｍ個人メドレー　【優勝】
　女子400ｍ個人メドレー　【優勝】　
○令和３年度高知県選手権水泳競技大会　
　兼　国体代表選手選考会　
　200ｍ個人メドレー　【優勝】
　400ｍ個人メドレー　【優勝】
　400ｍ自由形　【優勝】　
　800ｍ自由形　【優勝】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

144 明徳義塾高等学校
しんみょう　　　りょうた

新名　亮太 3
○第90回全国高等学校卓球選手権大会
　男子シングルス【ベスト16】　　　　　　　　　　　　　

145 明徳義塾高等学校
さいとう　　　　しゅうた

斉藤　秀太 2
○第90回全国高等学校卓球選手権大会
　男子シングルス【ベスト16】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

146 明徳義塾高等学校
あお　い　　　　　　　　　　　　

青井　さくら 2
○第90回全国高等学校卓球選手権大会
　女子シングルス【ベスト８】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



通し
番号

学校名 氏名 学年 主な業績

147 明徳義塾高等学校
しらやま　　　　あ　み

白山　亜美 2
○第90回全国高等学校卓球選手権大会
　女子シングルス【ベスト８】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

148 明徳義塾高等学校
かとう　　　　　　ごうき

加藤　公輝 1
○第74回　四国高等学校卓球選手権大会
　男子ダブルス【優勝】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

149 明徳義塾高等学校
ふじもと　　　はやと

藤元　駿 1
○第74回　四国高等学校卓球選手権大会
　男子ダブルス【優勝】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

150 明徳義塾高等学校
 さ　　だ　　　　　　　　　　 　 あ

佐田　ゆり空 1
○第17回四国高等学校カヌー新人大会
　女子カナディアンシングル  【優勝】

151 明徳義塾高等学校
やま　もと　　　かい　と

山本　凱斗 1
○第17回四国高等学校カヌー新人大会
　カヤックシングル(新人)　  【優勝】  

152 明徳義塾高等学校
わたなべ ゆうせい

渡 　裕征 1
○第17回四国高等学校カヌー新人大会
  カナディアンシングル(新人)　【優勝】 

153 土佐塾高等学校
にしおか  こ はく

西岡　虎珀 1
○I.K.Oセミコンタクトルール第２回全中四国地区交流大会
　兼　2021岡山県空手道選手権大会
　一般男子の部　【優勝】　

スポーツ（団体）
通し
番号

学校名 主な業績

1

○第14回全日本小学生春季ソフトボール大会　県予選　
　 【優勝】　
○第35回全日本小学生ソフトボール大会　県予選　
 　【優勝】　

2 宿毛JAC
○第37回高知県小学生陸上競技大会　
  女子１ー４年生　４×100mリレー　【優勝】
 （大会新記録並びに高知県小学生１-４年生新記録）

3 宿毛JAC

○日清食品カップ　全国小学生陸上競技交流大会
　高知県選考会
  混合１-４年生　４×100mリレー　【優勝】
 （大会新記録並びに高知県小学生１-４年生新記録）

4
安芸市立

清水ケ丘中学校

○第75回高知県中学校総合体育大会　空手道競技の部
　女子団体形　【第２位】
　女子団体組手　【優勝】
○第39回高知県少年少女空手道大会(中学生の部)
　兼　全国中学生空手道選手権大会県予選
　女子団体形　【優勝】
　女子団体組手　【第２位】

5
高知市立
大津中学校

○第75回高知県中学校総合体育大会　剣道の部　
　男子団体　【第２位】
○第64回高知県中学校剣道春季大会　
　男子団体　【第２位】

6
高知市立
大津中学校

○第75回高知県中学校総合体育大会　陸上競技の部　
　男子400ｍリレー　【優勝】
○第67回全日本中学校通信陸上競技大会　高知大会　
　男子400ｍリレー　【優勝】

7
南国市立
香長中学校

○第75回高知県中学校総合体育大会　柔道の部
　男子団体　【優勝】
○第18回高知県中学校柔道春季大会
　男子団体　【優勝】

8
南国市立
香長中学校

○第75回高知県中学校総合体育大会　柔道の部
　女子団体　【優勝】
○第18回高知県中学校柔道春季大会
　女子団体　【優勝】

9
南国市立
北陵中学校

○第75回高知県中学校総合体育大会　バスケットボールの部
　女子団体　【優勝】
○高知県中学校バスケットボール春季大会
　女子の部　【優勝】

10
四万十市立

東中筋中学校

○高知県中学校総合体育大会　ソフトテニスの部　
　女子団体　【優勝】
○高知県ソフトテニス連盟盾大会　
　女子の部Ａトーナメント　【優勝】　

11
宿毛市立
片島中学校

○第59回四国中学校総合体育大会　相撲競技の部
　団体　【優勝】　

12
高知県立
安芸中学校

○第48回全日本中学校陸上競技選手権大会　
　女子４×100mリレー　【第７位】
○第59回四国中学校総合体育大会　陸上競技の部  
　女子４×100mリレー　【優勝】　（大会新記録）
○第75回高知県中学校総合体育大会　陸上競技の部　
　女子４×100mリレー　【優勝】　（大会新記録）　　
○第67回全日本中学生通信陸上競技大会　高知大会　
　女子４×100mリレー　【優勝】　

団体名

高南・土佐ＳＢＣ

宿毛JAC女子
１ー４年生

4×１００ｍリレー

宿毛JAC混合
１ー４年生

4×１００ｍリレー

空手道
女子団体

剣道部

陸上部
男子４００ｍ
リレーチーム

男子柔道部

女子柔道部

女子バスケットボール部

女子ソフトテニス部
２・３年生

相撲部

陸上部
２・３年生
４×１００ｍ
リレーチーム



通し
番号

学校名 主な業績

13
高知県立
安芸中学校

○第75回高知県中学校総合体育大会　弓道の部
　女子団体　【優勝】
○第18回高知県中学校弓道大会春季選手権大会
　女子団体　【優勝】

14 高知中学校
○第59回四国中学校総合体育大会　体操競技の部
　団体総合　【第２位】　

15 高知中学校

○第75回高知県中学校総合体育大会　バスケットボールの部
　【第２位】
○令和３年度高知県中学校バスケットボール春季大会
　【第２位】

16 高知中学校

○第59回四国中学校総合体育大会　
　男子バレーボールの部　【第３位】
○第75回度高知県中学校総合体育大会
　男子バレーボールの部　【優勝】

17 高知中学校
○第59回四国中学校総合体育大会　剣道の部
　女子団体　【優勝】

18 高知中学校
○第17回四国中学生弓道大会　
　男子団体　【優勝】

19 高知中学校
○令和３年度第59回四国中学校総合体育大会水泳競技大会
　４００ｍフリーリレー　【優勝】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　４００ｍメドレーリレー　【２位】

20 土佐女子中学校
○第59回四国中学校体育大会　卓球競技の部　
　女子団体　【第２位】　　　　　　　　　　　　　

21 明徳義塾中学校
○令和３年度全国中学校体育大会
　第52回全国中学校ソフトテニス大会
　男子団体　【第３位】

22 明徳義塾中学校
○第52回四国中学校総合体育大会
　男子団体　【優勝】

23 明徳義塾中学校
○第52回四国中学校総合体育大会
　女子団体　【優勝】　

24 明徳義塾中学校
○文部科学大臣杯第12回全日本少年春季軟式野球大会　
 【第３位】　

25
高知県立

山田高等学校
○第33回四国高等学校駅伝競走大会　
  女子　 【優勝】

26
高知県立

岡豊高等学校
○令和３年度全国高等学校総合体育大会　
　ソフトボール競技の部　【第３位】

27 高知高等学校
○JFA第８回全日本U-18フットサル選手権大会 四国大会　
 【優勝】　

28 高知高等学校
○第67回四国高等学校剣道選手権大会　
　男子団体　【優勝】　

29 土佐女子高等学校
○第39回全国高等学校弓道選抜大会　　　
 【第５位】　　　

30 明徳義塾高等学校
〇第90回全国高等学校卓球選手権大会　　　
　男子団体　【第３位】

31 明徳義塾高等学校
〇第90回全国高等学校卓球選手権大会　　　
　女子団体　【第２位】　

32
○第76回国民体育大会第42回四国ブロック大会弓道競技
　少年男子の部　【優勝】

33
○第76回国民体育大会四国ブロック予選会　
　バスケットボール競技　
　少年女子の部　【優勝】

団体名

弓道部女子

体操競技部

男子バスケットボール部

男子バレーボール部

剣道部

弓道部

水泳部

卓球部

ソフトテニス部

卓球男子団体

卓球女子団体

野球部

女子陸上競技部

ソフトボール部

サッカー部

剣道部

弓道部３年

卓球男子団体

卓球女子団体

高知県弓道

国体少年男子

高知県バスケットボール

国体少年女子



教育活動（個人）
通し
番号

学校名 氏名 学年 主な業績

1
高知市立
長浜小学校

　かわもと 　る 　か

川本　琉楓 5

○小学校１年生の時に受講した「こうち子ども観光大使育成プログラム」
で高知の歴史や食，偉人を学ぶ中で「戦いをせず，植物と一緒に生きたと
ころがすごい」と牧野富太郎に憧れるようになり，佐川町にあるゆかりの
場所を訪ねるなどして知識を深めた。そして「植物を心から愛した先生の
ことを，たくさんの人に知ってもらいたい」という思いから，小学２年生
の秋，牧野植物園に発表の場を設けてほしいと依頼。同園の快諾で月１回
（毎月第３日曜日）の「牧野先生のおはなし」が始まり，現在に至る。

2
高知大学
教育学部
附属小学校

かたやま こう

片山　航　 4

○防災士基準に認証
○高知市防災評議会のメンバーに登録（高知県最年少の防災士　令和３年
７月現在）
○全国に213,718名の防災士がおり（R３.８時点）、高知県では4,887名が
認定されている。消防や警察関係の方が多く取得されており、高校生の取
得もあるが、小学生では全国的にも少ない。
　学校での学習がきっかけとなり、防災に興味を持ち、「自助・共助・協
働」についてさらに学習したいと意欲を持ち、地域の防災避難訓練等にも
積極的に参加している。

3
高知県立

高知農業高等学校
とよ　しま　 あり　さ

豊嶋　有彩 3
○令和３年度日本学校農業クラブ全国大会
　農業鑑定競技会　分野　食品　【優秀】

4
高知県立

高知農業高等学校
 わ　だ　  ゆ 　き 　の

和田　友季乃 3
○令和３年度日本学校農業クラブ全国大会
　農業鑑定競技会　分野　生活　【優秀】

5
高知県立

高知農業高等学校
まつ　もと　 いつき

松本　樹 2
○令和３年度日本学校農業クラブ全国大会
　農業鑑定競技会　分野　園芸　【優秀】

6
高知県立

高知工業高等学校
いな　もと　  なな　み

稲本　七海 3
○第61回インテリア設計士資格検定試験　２級合格
○第35回日本工業大学建築設計競技
  建築設計デザイン部門　【奨励賞】

7
高知県立

高知工業高等学校
はま　だ ひかり

濵田　　光 3
○第61回インテリア設計士資格検定試験　２級合格
○第35回日本工業大学建築設計競技
　建築設計デザイン部門　【奨励賞】　

8
高知県立

高知工業高等学校
やまざき　  　けん　しん

山﨑　憲伸 3
○令和３年度高校生ものづくりコンテスト四国ブロック大会
　旋盤作業部門【第２位】
○機械加工２級技能士（普通旋盤作業）合格

9
高知県立

高知丸の内高等学校
やま　なか ち　はる

山中　千晴 3
○警察庁主催令和３年度犯罪被害者支援
 「大切な命を守る」全国中学・高校生作文コンクール
　高校生の部門　【審査委員奨励賞】

10
高知県立

高知北高等学校
定時制夜間部

けい しょうしゃ

邢 霞 4
○全国高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会
 【日本放送協会会長賞】

11 土佐塾高等学校
にしやま　     ゆうご

西山　侑吾 3

○令和３年２月に防災に関する十分な意識・知識・技能を有し、地域や事
業所など社会の様々な場で防災力向上のための活動が期待される防災士の
資格を取得した。また、風水害リテラシーを高めるプログラムである「風
水害24」公認ファシリテーターやＳＤＧｓ学習ゲーム「Get The Point」
認定ファシリテーターの資格取得において、全国最年少、学生初となる快
挙を成し遂げた。その他にも、SDGs de地方創生公認ファシリテーターの
資格も取得し、それらから得た確かな知識やファシリテーション力をもと
に、校内での啓発活動だけでなく、校外でのワークショップ開催など、仲
間や地域への貢献活動に励んでいる。２年次には、後期生徒会長を務め、
校内での防災やSDGsの取組に率先して取り組むなど、常に課題意識をもっ
て取り組む姿が見られる。

12
太平洋学園
高等学校

　おがわ　 　み 　な

小川　美奈 3
○令和３年度第69回全国高等学校定時制通信制
　生徒生活体験発表大会
 【厚生労働大臣賞】

教育活動（団体）
通し
番号

学校名 主な業績

1
高知県立

城山高等学校

○全国高校生介護福祉研究発表会四国地区予選
 【最優秀賞】
○全国高校生介護福祉研究発表会初出場

2
高知県立

高知工業高等学校

○第61回インテリア設計士資格検定試験　２級４名合格
○第35回日本工業大学建築設計競技建築設計
　デザイン部門　【奨励賞】 ２名受賞
〇第75回高知県美術展覧会
　グラフィックデザインの部 　【入選】４名受賞
　先端美術の部　 【高崎元尚賞】１名受賞
　　　　　　　　 【新人賞】１名受賞
　　　　　　　　 【入選】７名受賞

3
高知県立

高知工業高等学校

○建築科では、授業で習得した知識、技術を生かし、外部から依頼があっ
た木製品の製作や修繕活動を行い、地域貢献活動を行っている。
　令和３年度は「絵馬台」の新築工事の依頼を受け３年間かけて完成に
至った。
○朝倉神社絵馬台の製作
　第17回文教文化賞
 【文教協会奨励賞】受賞
○若草特別支援学校子鹿園分校との交流及び共同学習

団体名

チーム社会福祉型

総合デザイン科３年生

建築科


