生光学園高等学校

３年

柏木美穂さん（見能林町：17歳）
陸上

女子

砲丸投げ

富岡東高等学校

３年

森野将太さん（西路見町：18歳）
陸上

男子

100 ｍ走

城ノ内高等学校

３年

土肥瑞希さん（見能林町：18歳）
フェンシング

女子

団体

城南高等学校

１年

バレーボール

女子

小舟未倖さん（中林町：15歳）
支えてもらった方々に心から感謝し、
たくさんの人の思いを背負って全力で
プレーしたいです。21人全員バレー
で精一杯頑張ります‼

生光学園高等学校

板野高等学校

小松島西高等学校

小松島西高等学校

岡

陸上

３年

芳生さん（富岡町：17歳）

男子

ハンマー投げ・砲丸投げ

２年

四宮瑠偉さん（那賀川町：17歳）
相撲

団体・個人

３年

清崎瑞穂さん（那賀川町：18歳）
空手道

女子

団体

全国大会という、大きな舞台に立て
初めてのインターハイですが、今ま
私は今年のインターハイで最後にな
ることに喜びを感じ、私を支えてくださ
で練習してきた成果を十分に発揮し、 ります。今までの試合の中で最高の試
っているすべての方々への感謝の気持
個人・団体ともに予選突破を目標にし、 合をし、悔いのないように頑張ってき
ちを忘れることなく全力で戦ってきます。 頑張りたいと思います。
ます。

生光学園高等学校

１年

小烏光貴さん（那賀川町：15歳）
空手道

男子

団体・個人形

自分が今まで練習してきたことを全
て出し切れるように「悔いは残さず、
結果を残せ」の精神で頑張ってきます。

真夏の祭典 ２０１１

高校３年間で教わったことを出しき
り、今まで支えてくれたすべての人へ
の感謝の気持ちを胸に、悔いのないよ
う最後まで頑張りたいです。

熱戦再来 北東北総体

応援してくれる人への感謝の気持ち
を忘れずに、自分のベストタイムを更
新し、まずは予選を突破することを目
標に頑張ってきたいと思います。

輝け 阿南の若者！

私がインターハイに出場することが
できるのは周りの方々のサポートのお
かげです。３年間の集大成として悔い
の残らないように精一杯頑張ります。

２年

居川汐里さん（那賀川町：16歳）
陸上

女子

砲丸投げ
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富岡東高等学校

剣道

女子

団体

むつ市
フェンシング
青森市
テニス

弘前市
相撲・剣道
２年

城南高等学校

２年

中西千華さん（那賀川町：17歳）
陸上

女子

走り高跳び

山本

悠さん（橘町：17歳）

今まで支えてくださった方々への感
謝の気持ちを忘れず、チーム一丸とな
って戦い、富岡東の名を全国に轟かせ
てきたいと思います！
２年

湯浅絵里加さん（羽ノ浦町：17歳）

自分たちでつかみとった青森への切
これまで経験してきたことを生かし
符。今まで支えてきてくださった方々
ながら、チャレンジ精神を忘れず、少
に感謝して正々堂々と戦ってきます。
しでも全国の舞台で良い結果が残せる
よう精一杯競技してきたいと思います。 上位めざして頑張ってきます。
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高校№１を決める夏の祭典・全国高等学校総合体育
大会が、北東北の青森、秋田、岩手、宮城の４県で、
７月 日から８月 日まで開催されます。今年で 回
を重ねる若きアスリートの夢舞台に、阿南市から予選
を勝ち上がった 人がエントリー。先の東日本大震災
の被災地に笑顔と元気を届け、青春の熱き戦いを繰り
広げます。がんばれ、阿南の若者！

私は今回、たくさんの先生方や仲間
たちのおかげでインターハイに出場す
ることができました。少しでも恩返し
ができるよう力一杯頑張ります。
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３年

工藤麻美さん（長生町：17歳）

全国では、私たちを支えてくださっ
ている方々への感謝の思いを込めて、
全力で戦いたいと思います。まず予選
を突破し、一つでも上をめざしたいです。
３年

松浦名穂さん（福井町：17歳）

今年は地震で大変な被害を受けてい
る東北・青森でインターハイが開かれ
ます。自分たちで東北を盛り上げれる
ように精一杯、目一杯戦ってきます。

２年

中村亜梨沙さん（那賀川町：16歳）

インターハイまで残り少なくなりま
した。今年は試合には出ることができ
ませんが、出場するレギュラーの力に
少しでもなりたいと思います。
２年

住友裕菜さん（那賀川町：16歳）

インターハイではレギュラーの方た
ちが全力で試合に挑むので、応援の私
たちも、16人で試合に挑むよう、応
援頑張ります。

青森県

十和田市
空手道
八戸市
バレーボール（女子）

秋田県
岩手県

岩手町
ホッケー
北上市
陸上競技

宮城県

一関市
体操（体操）
加美町
カヌー
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２年

鎌谷真充さん（津乃峰町：16歳）：丸抜き

２年

谷口祐二さん（加茂町：16歳）：後列左から１番目

２年

米積正晃さん（那賀川町：16歳）：後列左から２番目

２年

伊勢凱人さん（柳島町：17歳）：後列左から３番目

２年

僕は、チームの目標の「全国２勝」をめざして頑張りたいです。あと自分が試
合に出たときには、少しでもチームに貢献したいです。
２年

全国大会が決まって、残り少ない期間ですが、少しでも多く３年生と一緒に練
習をしたいと思います。全国では、チーム一丸となって勝ちたいです。
２年
那賀高等学校

３年

富岡西高等学校

カヌー

ペア

剣道

湯浅

陸杜さん（羽ノ浦町：17歳）

男子

那佐

３年

萌さん（那賀川町：18歳）

女子

個人

被災地宮城県でのインターハイ開催。
私にとって最後の大会になります。
勝つぞという思いが自然と湧いてきま
今まで支えてくださった方々に感謝し
す。ひとつひとつの漕ぎを大切に、ペ
て、悔いの残らないように自分の剣道
アで息を合わせ上位入賞をめざします。 をしてきたいです。

阿南工業高等学校

２年

富岡東高等学校

杉本和繁さん（柳島町：17歳）
体操

男子

２年

福田紗己さん（橘町：17歳）

個人

体操

徳島県代表として責任と自覚を持っ
て全国の舞台で悔いの残らないように
精一杯頑張ってきたいと思います。

女子

個人

今回は東北でのインターハイなので、
人々を元気づけられるような演技がで
きるように精一杯演技したいと思いま
す。
徳島商業高等学校

ライフル射撃

テニス

女子

山口真美さん

テニス

安芸太田町

阿南工業高等学校

ホッケー

泉野

潤さん（津乃峰町：16歳）：後列右から２番目

僕のインターハイでの目標は、全国で１勝以上することです。そのためにもた
くさん練習をして自分の最大の力を出せるように頑張りたいです。

永市弘樹さん（津乃峰町：16歳）：後列右から１番目

今年のインターハイは、岩手県であるのですが、チームの目標の２回戦突破が
できるように今までの一番いいプレーで先輩を喜ばせたいです。

男子

女子

２年：右

（西路見町：16歳）
団体

今回、初めてインターハイに出場で
きてとても嬉しいです。先輩方に迷惑
をかけないように、チームの力になれ
るよう、精一杯頑張りたいです。

広島県
山口県

女子

３年：左

（中林町：18歳）
団体・個人 ダブルス

徳島商業高等学校

ライフル射撃

８月に岩手であるインターハイは、このチームで出る最後の公式戦なので３年
生をサポートして一つでも多くの試合に勝てるように頑張ります。

藤田祐哉さん（長生町：16歳）：後列右から４番目

チーム一丸となり全員ホッケーをし、最後まであきらめず一戦一戦全力で戦い
たいと思います。そして全国で活躍できるよう全力でプレーします。

私は昨年に続き、インターハイに出
場することが決まりました。自分にと
って最後の大会なので、悔いの残らな
いよう、全力で戦ってきます。

鳥取県

３年

２年

枇杷谷優理さん

「第49回全国高等学校ラ
イフル 射 撃 競 技 選 手 権大
会」が、７月28日から31日
まで広島県で開催されます。

勝浦高等学校

僕は、阿南工業ホッケー部の一員として全力でプレーしてきます。先輩に迷惑
をかけないように最後まで走りぬき頑張ります。

村井 廉さん（横見町：16歳）：後列左から５番目
僕らは目標であったインターハイに出場を決めました。僕はスピードが武器な
ので全国で自分の力を発揮できるよう残り少ない期間で頑張りたいです。

赤坂美波さん（上大野町：17歳）
エアライフル

個人

今年もインターハイに出場すること
ができてとても嬉しいです。私にとっ
ても最後になるので悔いの残らないよ
うに頑張りたいです。

２年
３年

住友勇輝さん（宝田町：17歳）

阿南工業高等学校
剣道 男子 団体

インターハイでは総体の時のようにチーム一丸となり、徳
島県の代表として自分ができることをすべて出し切ってきた
いと思います。応援お願いします。
３年
新野高等学校

３年

ライフル射撃

女子

黒岩由実さん

（山口町：18歳）
エアライフル

個人

私はこれが最後の全国大会となるの
で、今までの練習を無駄にせず、最後
まであきらめずに精一杯頑張ってきた
いと思います。
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谷口奨真さん（那賀川町：17歳）

今回インターハイに出場できたのは、いろんな方々の応援
があったからです。インターハイでは、感謝の気持ちを忘れ
ずに全力で試合をしてきたいです。
３年

小藪京蔵さん（見能林町：18歳）（個人でも出場）

インターハイでは団体、個人ともに自分の力を全部出し切
って少しでも上位に残れるように１つ１つの試合を大事にし
て頑張りたいと思います。
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２年

蘆田佳郁さん（那賀川町：17歳）

インターハイでは、今まで練習してきたことを発揮できる
ようにしたいです。徳島県の代表として、恥ずかしくない堂々
とした試合をしてきたいです。
３年

神元真樹さん（上中町：17歳）

３年生には、最後の大会になるので悔いの残らないように
今までサポートや応援をしてくれた人に感謝して全力で頑張
りたいです。

青木敬尚さん（見能林町：16歳）：前列左から１番目

３年

原田瑛二さん（津乃峰町：17歳）：前列左から２番目

３年

村田幸輝さん（柳島町：17歳）：前列左から３番目

２年

岡本淳嗣さん（新野町：17歳）：前列左から４番目

３年

僕は、試合で先輩たちにすごいプレーを見せられすごいと思い、僕も先輩たち
のプレーをまねして残り少ない時間を大切にしてインハイで優勝したいです。
２年

僕は試合に出られないと思うけど、ベンチでチームが勝つように応援して、自
分も試合に出られるように頑張って昨年の先輩を超えていきたいです。
３年

昨年の全国大会では１回戦を勝ったので、今年の全国大会は昨年の全国大会の
敗戦を糧として２回戦以上に進み優勝したいです。
３年

僕は、今まで僕を支えてくれた方々への感謝を胸に全力でプレーしたい。
そして、一日でも多く、阿南工業ホッケー部の主将でいたいと思う。

武田厚輝さん（宝田町：17歳）：前列右から４番目

インターハイでは全国の強豪が相手ですが、阿南工業らしい元気と運動量のあ
る試合をして、少しでも良い結果を残したいです。

福島

凌さん（日開野町：17歳）：前列右から３番目

僕たち３年生は最後の大会なのでみんなで力を合わせチーム一丸となって
できるだけ多く勝ち進みたいです。点とります！！！！

橘

真輝さん（桑野町：16歳）：前列右から２番目

メンバーには入っていないけれどインハイで勝利できるようにチームメイトを
しっかりサポートしてチームに貢献できるように頑張りたいです。

樫原光樹さん（西路見町：17歳）：前列右から１番目

今年の全国大会で、僕はベスト８をめざし、頑張って、どんなすごいシュート
も止め、全国２勝をしたいです。試合すべて無失点でいきます。
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