貞光工業高等学校

２年

計盛将志さん（橘町：16 歳）
ソフトテニス

男子

団体

柔道

男子

団体

徳島商業柔道部は全体的に体が小
さいので、徹底して練習してきた寝技
と組み手を使い、うまく試合を運んで
いき、少しでも上位をめざします。

男子

個人

鳴門渦潮高等学校

３年

服部太紀さん（上中町：18 歳）
陸上 男子 200m・400m・1600m リレー

今までご指導してくださった先生方、
支えてくれた家族、友達に恩返しでき
るよう感謝の気持ちを込めて、自分の
出せる力を十分に発揮してきます。

２年

城東高等学校

井元一輝さん（才見町：16 歳）
空手道

男子

個人

形

あまり結果を意識せずに、一戦一
戦で自分が納得できるだけの力を発揮
してきたいです。今後のためになるよ
うな試合をして、全力で戦ってきます。

那賀高等学校

バドミントン

生光学園高等学校

３年

カヤック

男子

阿南工業高等学校
3年

林

団体

３年

居川汐里さん（那賀川町：17 歳）
陸上

ペア

息を合わせて自己ベスト以上のタイ
ムを出し、良い結果を残せるように頑
張ってきます。

女子

インターハイでは、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、少しで
も恩返しができるよう頑張ります。

三木正吾さん（畭町：17 歳）
カヌー

1年

岩﨑遥香さん（羽ノ浦町：16 歳）

女子

円盤投げ・砲丸投げ

高校最後のインターハイという大き
な舞台に立たせていただいた指導者
の先生方、支えてくださった皆さんに
感謝し全力で頑張ってきます。

バレーボール

佑哉さん（畭町：17歳）

男子

背番号11

全国で勝つことを目標に、チーム一丸となって、これまで練習してきたこと
を全て出しきり、応援してくれる人たちを感動させる試合をしたいと思います。
3年

田中裕也さん（横見町：17歳）

インターハイ ２０１２

２年

山本大地さん（柳島町：16 歳）

体操

徳島県代表として責任と自覚を持っ
て全国の舞台では精一杯頑張ってきま
す。

富岡西高等学校

がんばれ阿南の若者 ！ めざせ真夏の頂点

徳島商業高等学校

３年

杉本和繁さん（柳島町：18 歳）

北信越かがやき総体

インターハイでは、これまで応援し
てくださった方々のために、一戦一戦
集中して声を出して最後まであきらめ
ずにプレーしてきたいです。

阿南工業高等学校

背番号７

チームの勝ちに貢献できるように今まで練習してきたことを出しきって、
目の前のプレーを一生懸命頑張りたいと思います。
３年

福田紗己さん（橘町：18 歳）
体操

女子

個人

今回の福井県でのインターハイは、
高校３年間での最後の大会になるの
で、悔いの無いように楽しんで演技を
したいと思います。頑張ります。

１年

溝木竣也さん（領家町：16 歳）
水泳

男子

200ｍ・400ｍ

自由形

インターハイでは、今まで応援や支
えてくださった方々に感謝の気持ちを
もって一生懸命頑張りたいと思います。
頑張って上位をめざします。

第 回全国高等学校ライフル射撃競技選手権
大会は、７月 日から 日までの間、広島県安芸
太田町で開催されます。

ライフル射撃

富岡東高等学校

3年

笠井雄太さん（椿泊町：17歳）

背番号４

44

インターハイでは、自分たちのバレーをして、今まで練習してきたことを
発揮できるように頑張りたいと思っています。
3年

藤田充輝さん（椿泊町：17歳）

背番号１

20

目の前の試合に集中して、１勝でも多くできるように頑張ります。

！

50

小松島高等学校

亀島朱莉

３年

さん（加茂町：18 歳）
ライフル射撃 女子 エアライフル 個人

私にとって最初で最後のインターハ
イです。緊張しますが、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。
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陸上競技・ソフトテニス
剣道・空手道

柔道

高岡市

バレーボール

長岡市

小松市

水泳

カヌー

新潟県

福井市

バドミントン

南魚沼市

富山県

テニス

石川県
福井県

越前町
ホッケー

広報

新潟市

射水市

28

31

高 校 № １ を 決 す る 真 夏 の 祭 典・全 国 高 等 学 校 総 合 体 育 大 会 が、
北信越（新潟、富山、石川、福井、長野の５県）を舞台に７月
日から８月 日まで開催される。
半世紀の歴史を重ねた若きアスリートの夢舞台に、阿南市から
人 が エ ン ト リ ー。 希 望 あ ふ れ る 緑 の 大 地 で 青 春 の 熱 き 戦 い を 繰
り広げる選手たちにエールを送りたい。
がんばれ阿南の若者 めざせ真夏の頂点 。

富岡東高等学校

長野市
長野県

鯖江市
体操

相撲

松本市
サッカー

28
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特集

北信越高校総体の出場選手紹介

阿南工業高等学校

ホッケー

男子

３年 伊勢凱人さん（柳島町：18 歳）
昨年は、インターハイで１回戦負けしたので今年は全国４位以内を狙えるよ
うにしたい。これまでの成績を塗り替えられるように全力でプレーしたい。

富岡東高等学校

３年 橘 真輝さん（桑野町：17 歳）
インターハイでは、自分の持っている力をすべて発揮し、１勝でも多くでき
るように頑張りたい。

３年 原田瑛二さん（津乃峰町：18 歳）
僕たちはインターハイでベスト８を目標に日々練習を頑張っています。チーム
一丸となって一番いい結果をめざします。私自身は点を取りたいです。

３年 谷口祐二さん（加茂町：17 歳）
全国ベスト８をめざし、日々練習に取り組んできました。どのチームも強豪
なので、あきらめずに食らいつきたいと思います。

３年 泉野 潤さん（津乃峰町：17 歳）
今年は、自分にとって初めてのインターハイです。悔いの残らないような試
合をし、全国大会２勝以上をめざして頑張りたいと思います。

３年 青木敬尚さん（見能林町：17 歳）
チームの目標である全国ベスト８以上をめざし日々頑張っています。今まで
の練習の成果を発揮し悔いの残らないよう全力で頑張ってきます。

３年 米積正晃さん（那賀川町：17 歳）
僕は、
インターハイで優勝することが目標です。
昨年は、
１回戦で負けてしまっ
たので今年は勝ちたいです。頑張ります。

３年 鎌谷真光さん（津乃峰町：17 歳）
僕らにとって最後の大会なので、チーム一丸となり点を取りたいです。また、
チーム目標でもある全国２勝以上をめざして頑張ってきます。

２年 秋本祥輝さん（長生町：16 歳）
目標であるインターハイベスト８に向けて頑張りたいです。今まで練習でして
きたことを全部出しきりインターハイで２勝してきます。

３年 永市弘樹さん（津乃峰町：17 歳）
僕たち３年生は、この総体が最後の大会なので、今まで支えてくれた人や、
教えてくれた人に感謝して、楽しんで勝てるプレーをしてきます。

剣道

３年 藤田祐哉さん（長生町：17 歳）
僕は、インターハイが最後の大会なので感謝の気持ちをもち全力でプレーし
たいです。そして全国の舞台で活躍して、全国８強以上をめざします。

女子
団体
３年 湯浅絵里加さん（羽ノ浦町：18 歳）
インターハイでは粘り強い試合をし、一試合でも多く試合ができるようにチー
ム一丸となって頑張ります。

３年 中村亜梨沙さん（那賀川町：17 歳）
高校最後のインターハイです。そして仲間との最後の大会になるので、悔い
の残らないように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。

３年 山本 悠さん（橘町：18 歳）
高校生活最後のインターハイとなるので、自分たちらしい元気のある思い
切った試合をして思い出に残る大会にしたいです。目標は上位入賞！

３年 住友裕菜さん（那賀川町：17 歳）
インターハイでは、予選リーグを突破できるようチーム一丸となって 17 人全
員が気持ちを１つにして力の限り頑張ります。
２年 松本美紗樹さん（宝田町：16 歳）剣道 女子 団体・個人
インターハイへは初出場なので、個人、団体とも自分の力をすべて発揮し、
また、応援してくれている人に感謝して戦いたいと思います。
２年 甘利あかねさん（那賀川町：16 歳）
21 回連続出場ということで、いろいろな人から期待されていると思うので、
全力で頑張りたいと思います。
２年 山本 響さん（橘町：16 歳）
８月のインターハイでは、自分のポジションの役割がしっかり果たせるよう
に頑張りたいです。チームワークを大切に皆一丸となって挑みたいです。

徳島商業高等学校

３年

上野息吹さん（福井町：17 歳）
サッカー

男子

僕らにとって初めてのインターハイ
出場です。感謝の気持ちを忘れず、徳
島県代表として責任と自覚を持ち、今
持っている最高のプレーをしてきます。

小松島西高等学校

３年

下岡佑輔さん（那賀川町：17 歳）
空手道

男子

団体

組手

最後のインターハイで、今まで自分
がしてきたことを全て出せるように、
頑張ってきたいと思います。
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矢野雄大さん（中林町：17 歳）

１年 馬見範子さん（新野町：16 歳）
私は試合には出ませんが、先輩方が戦いやすいような雰囲気をつくり、少し
でも役に立てるようにしっかりサポートしたいと思います。

今年初めてインターハイに行くこと
になったので、頑張りたいです。先輩
たちのサポートをして勝利に貢献でき
るよう、頑張ります。

１年 稲生美穂さん（加茂町：15 歳）
今私は先生や先輩、素晴らしい環境で剣道ができています。先輩方が思い
切った試合をして最後にみんなで笑えるよう精一杯サポートしたいです。

徳島商業高等学校

２年

サッカー

小松島西高等学校

男子

２年

小烏光貴さん（那賀川町：16 歳）
空手道 男子 団体 組手 個人 形・組手

つかみとったチャンスを無駄にしな
いように自分を信じて、昨年より良い
結果が出せるよう頑張ってきます。

小松島西高等学校

２年

空手道

女子

田村美咲さん（福村町：16 歳）
団体

組手

全国という舞台に選手として出られる
ようにもっと頑張って強くなり先輩方と
一緒にできる最後の試合なので悔いの
残らないよう最高の試合にしたいです。

小松島西高等学校

２年

田中明日華さん（那賀川町：17 歳）
空手道

女子

団体

組手

今までの練習でやってきたこと全部
を出しきって、後悔のない試合をしたい
です。いつも以上に全力で、チーム全
員で１勝でも多く勝ちにいきたいです。

徳島商業高等学校

3年

山口真美さん（西路見町：17 歳）
テニス 女子 団体・シングルス・ダブルス

昨年は先輩の活躍で１勝することが
できました。今年は私が最高学年とな
るので１つでも多く勝利に貢献できる
よう精一杯頑張りたいです。

徳島商業高等学校

2年

前田あゆみさん（日開野町：16 歳）
テニス

女子

団体・ダブルス

自分のテニスをすることを心がけて、
どんな相手にも最後まであきらめず全
力で戦ってきます。1 戦でも多く勝利
できるよう頑張ってきます。

板野高等学校

３年

四宮瑠偉さん（那賀川町：18 歳）
相撲

男子

昨年に続いての出場です。自分自身
も最後になるので悔いのないよう頑張
りたいと思います。

板野高等学校

山本

１年

巧さん（柳島町：15 歳）
相撲

男子

初めてのインターハイなので、先輩
たちのために精一杯頑張りたいと思い
ます。応援よろしくお願いします。
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