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回山梨 県高校総 合体育大 会春季大 会が５月 ７日

から ９ 日に かけ て 、 小瀬 ス ポー ツ 公 園山 梨中 銀 スタ ジ
アムをはじ めとする 各会場で 行われた 。 本 校からは
競技 に 、 約４ ０ ０人 の生 徒 が参 加し 、 熱 い戦 い が繰 り

位、 女子は総合得点７点で

女子は昨年の６位から後退し

かけ て 小瀬
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技は、 ５月

テ ニ ス競

圭吾君ペアが優勝し、関東大

保 坂 亮 吾 君（ ３ 年 ） ・ 権 太

吾 君（ ２ 年） 、 ダ ブ ル ス で

この他、シングルスで権太圭

利し、関東大会出場を決めた。

また、５月 、 の両日に

張りたい」と抱負を語った。

節し、結果が残せるように頑

東までの１カ月はしっかり調

ん残る試合であったので、関

もインターハイ出場の権利を

スやダブルスに次いで団体で

ことに重点を置き、シングル

ルスでポイントを取っていく

たチームの雰囲気作りとダブ

れがちだが、チームの団結力

人は「陸上は個人種目と思わ

位決 定 戦に

団体 戦 の２

ス部 男 子は

本 校 テニ

スポー ツ公

換え試合に臨むことができた。

２位決定戦では気持ちを切り

全体が落胆してしまったが、

ダ ブ ル ス を落 と し 、 チ ー ム

で行われた。 主将（ ３年） は「 準決勝で

園テ ニ ス場

その結果、関東大会に出場す

縮めたい」と意気込んだ。４

の３日間、小瀬スポーツ公園

と一人ひとりの努力によって

おい て 駿台

ることができたので、とても
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山梨中銀スタジアムで行われ

甲府高校に

嬉しかっ た。 課題がたく さ

場を決めた。
８００㍍で６位入賞した落
合亮太君（３年）は「関東に
行けることと一高のポイント

う。全力で県外勢とも戦って

圭吾君ペアの２種目で、イン に貢献できたことを嬉しく思
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また今大会の成績で、関東 きたい」と語った。
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校に、前半同点の８６８点で

競技が５月３
日、緑が丘洋
弓場で行われ
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体で男子が３
年連続優勝、
女子が２位で
男女ともに関
東大会出場を
決めた。また、

と振り返った。インターハ
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日にかけて、御坂山系の三

登山競技は５月７から９
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りの応援がとても励みになり、

会出場が決まった時は本当に
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さんは「とても嬉しかった。

を目標に頑張りたい」。間

績だったので、今年は

ンターハイは

とだと思う。過去２年のイ

場ということは、珍しいこ

「３年連続インターハイ出

今回の勝利に、一瀬さんは

部活の両立に頑張ってきた。
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校、約８７０人の吹

奏楽部員による合同演奏で始

３連覇の偉業を成し遂げ、テ 会県予選で、ダブルスの澤貴 し走れて良かった」と振り返っ

県内

まった。一高応援団吹奏楽

７から９日にかけて小瀬ス

保坂亮吾君（３年）・権太

本校テニス部の権太圭吾

ポー ツ公園テニス場で行わ

圭吾君ペアがダブルスで優

テニス競技は５月３、４ 、

スの保坂亮吾（３年）権太 大会出場を決めた。（増坪） の下で練習を積み、タイムを

太圭吾君（２年）、ダブル ねさん（１年）ペアが関東 一カ月、顧問の今村直美先生
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ダブルスの保坂・権太ペア】
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弓道（学校対抗得点 女子１点）

陸上

男子

アーチェリー（学校対抗得点 男子２点）

男子 団体 決勝トーナメント

８００ｍ

６位 落合亮太（３年）１分５９秒８７

１回戦

４×４００ｍR ４位 ３分２８秒０６
（上記種目は関東大会へ）

男子 団体 １位 １７６５点

巨摩Ｂ ８－３ 甲一Ｂ

個人 １位 長田來士（１年）

農林Ａ ７－６ 甲一Ａ

女子 団体 ２位 １７３４点

女子 団体 決勝トーナメント

５０００ｍ 12位 佐野光（２年） １６分３５秒２２

１回戦

15位 茂田優作（３年）１６分４７秒３３

（関東大会へ）
（関東大会へ）

個人 １位 青木美彩（３年）

甲一Ｂ ６－１ 北杜Ｂ

準々決勝 吉田Ａ ８－７ 甲一Ｂ

ソフトテニス

（学校対抗得点 男子２点 女子１点）

男子 団体 １回戦

甲一 ３―０ 城西

２回戦

甲一 ２－１ 山梨

準々決勝

甲一 ２－１ 甲工

決勝リーグ 市川 ３－０ 甲一
笛吹 ３－０ 甲一
甲南 ２－１ 甲一

バスケットボール
男子

２回戦

北稜 ７１―５８ 甲一

女子 １回戦

塩山 ６８―３７ 甲一

４位

ソフトテニス部男子・小田切大河君（３年）
「高校最後の総体でベスト４という結果を残すことが
できて、とても嬉しかった。今まで支えてくれた全ての
人に感謝して、インターハイ予選では、ベスト４という
結果に満足せずに、それ以上の結果を残せるように頑張
りたい」

柔道

男子 団体 １回戦 北稜 ３－１ 甲一

空手（学校対抗得点 男子１点 女子１点）
男子 総合４位

女子 団体 ２回戦

サッカー

甲一 ３―０ 巨摩

団体組手 １回戦

準々決勝 清和 ２―０ 甲一

準々決勝 航空 ５－０ 甲一
団体形

２回戦 甲東 １－０ 甲一

甲一 ３―１ 駿台

１回戦

航空 ５－０ 甲一

３位決勝戦

甲一 ５－０ 日川

バレーボール （学校対抗得点 女子１点）

３位（関東大会へ）

女子 ２回戦 甲一 ２―０ 北杜

個人形

３回戦 航空 ２－０ 甲一

芦澤康太朗（２年）ベスト８

女子 総合４位

卓球

団体組手 １回戦

市川 ３－０ 甲一

団体形

航空 ５－０ 甲一

男子 団体 １回戦 駿台 ３―０ 甲一

１回戦

３位決定戦 甲一 ５－０ 市川

女子 団体 １回戦 都留 ３―０ 甲一

３位（関東大会へ）
個人形

長谷川光妃（２年）ベスト８

山岳（学校対抗得点 男子３点 女子３点）
男子 ２位

９６・５８点（関東大会へ）

女子 １位

９９・１６点（全国大会へ）

テニス（学校対抗得点 男子５点 女子１点）
男子 団体 ２回戦

バドミントン

甲一 ３―０ 昭和

準々決勝

甲一 ２―０ 甲西

男子 １回戦 甲工 ３－１ 甲一

準決勝

山学 ２―０ 甲一

女子 １回戦 昭和 ３―０ 甲一

２位決定予備戦 甲一 ２－０ 甲南
２位決定戦

剣道

ラグビー

１回戦 笛吹 １２３－０ 合同

※上野原、日大明誠、甲府商と合同チームで出場

甲一 ２―０ 駿台
２位（関東大会へ）

男子 団体 １回戦 甲商 ５－０ 甲一

個人 シングルス １位 権太圭吾（２年）

女子 団体 ２回戦 都留 ２－２ 甲一（都留本数勝ち）

（全国大会・関東大会へ）
ダブルス

ハンドボール
男子 １回戦

１位 保坂亮吾（３年）

男子
女子

総合順位
１１位
１５位

総合得点
１３点
７点

権太圭吾（２年）
甲一 ４１－ ７ 北杜

準々決勝

塩山 ３０－２７ 甲一

女子 準々決勝

日川 ３４― ５ 甲一

（全国大会・関東大会へ）
女子 団体 ２回戦
準々決勝
個人

ダブルス

甲一 ３―０ 山梨
甲東 ２―０ 甲一
３位

遠藤優妃乃（３年）
村松香里（３年）

テニス部女子・遠藤優妃之さん・村松香里さん（３年）
遠藤「最後の個人戦だったので、諦めずに頑張ろうと思っ
た」
村松「優妃乃さんとの最後のダブルスなので、悔いが残
らないようにしたいと思った」
３位入賞の感想
村松「最後まで諦めずに戦えたので良かった」
遠藤「新人戦で勝った相手だった。最初負けていたけれ
ど、巻き返せて良かった」

【選手の活躍を陰ながら支えた応援団】

