2014煌めく青春 南関東総体

富岡東高等学校

３年

前川 彩香さん（西路見町）
ソフトテニス

女子

個人

出場選手紹介

徳島科学技術高等学校

２年

若木 健太朗さん（領家町）

ソフトテニス

男子

個人

城南高等学校

３年

城東高等学校

バレーボール

女子

バドミントン 女子
団体・個人（シングルス・ダブルス）

遠藤

薫さん（新野町）

３年

岩﨑 遥香さん（羽ノ浦町）

今回が初めてのインターハイなの
で不安もありますが、チーム全員
で一丸となり、決勝トーナメント
に残れるよう精一杯頑張りたいで
す。

富岡西高等学校

阿南工業高等学校

富岡東高等学校

２年

富岡東高等学校

３年

陸上競技

1500m・3000m

陸上競技

1500m

女子

個人

70kg 級

８月６日、千葉県成田市中台運動
公園体育館で試合があります。日
頃やってきたことをすべて出し、
徳島県代表としてまずは 1 勝す
ることを目標に故郷に恥じないよ
う頑張ります。

剣道

男子

個人

私は、県総体個人戦で優勝し、イ
ンターハイに出場することになり
ました。徳島県代表として全力で
戦い上位入賞をめざしたいと思い
ます。

福良 郁美さん（向原町）
女子

インターハイという大舞台で、走
れる事がうれしいです。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、一生懸命力いっぱ
い走りたいです。頑張ります。

きら

柔道

３年

朝田 大樹さん（羽ノ浦町）

がんばれ阿南の若者！ めざせ真夏の頂点

１年

延口 美咲さん（学原町）

今までご指導してくださった先生
方、そして支えてくれた家族、友
達に感謝の気持ちを持って、悔い
の残らないように最後のインター
ハイを精一杯頑張ってきます。

西條 功一さん（福井町）
男子

県総体、四国総体を共に戦ってき
たライバルのため、今までお世話
になった家族、学友、指導者の
方々、そして自分のために全国で
一生懸命走り切ります。

弓道

甲府市

サッカー
（男子）

足立区

カヌー

千葉市

習志野市

相撲

墨田区

富士河口湖町

韮崎市

バドミントン

水泳

柔道

成田市
●

鳴門渦潮高等学校

１年

山 明莉さん（吉井町）

陸上競技

女子

円盤投げ

周囲の方々へ感謝の気持ちを忘れ
ず、自己ベストを出して恩返しで
きるように思い切って競技してき
ます。
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徳島市立高等学校

３年

中西 玲香さん（那賀川町）
陸上競技

女子

4╳100mリレー

今回のインターハイ出場はチーム
で叶えられたものです。1、2 年
の時からの悔しさを全国での走り
にぶつけます。最後まで徳島市立
高校として頑張ります。

徳島市立高等学校

３年

福住 卓磨さん（羽ノ浦町）
サッカー

男子

高校最後のインターハイなので、
今までの練習の成果を発揮し、支
えてきてくれた人への感謝を忘れ
ずベスト８めざして頑張ってきま
す。

小松島高等学校

１年

渡邊 公貴さん（中林町）
体操競技

男子

山梨県
●

●

●
●

●

●

●
●

団体

僕はインターハイに出場するのは
今年が初めてです。今まで練習し
てきたことを精一杯出して頑張り
たいです。先輩方の演技をしっか
り見て、勉強したいです。

東京都

ホッケー

20

●
●

千葉県

神奈川県

●

ソフトテニス
白子町

●

南アルプス市

剣道

小田原市

サッカー
（女子）
世田谷区

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、 南 関 東（ 東 京、
千葉、神奈川、山梨の１都３県）を舞台
に８月１日から 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
の夢舞台で、青春の熱き戦いを繰り広げ
る選手たちにエールを送ろう。

陸上競技

２０１４ 全国高等学校総合体育大会

インターハイという大舞台に立て
るのは、先生方や仲間やサポート
をしてくださった方々のおかげで
す。この感謝を忘れず、最高のパ
フォーマンスを発揮していきたい
と思います。

煌めく青春 南関東総体

自分にとっては最後のインターハ
イの舞台なので、今までしてきた
ことを出し切れるように頑張って
きます。徳島県の代表として、１
つでも上の成績を残したいです。

体操競技
バレーボール
渋谷区
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2014煌めく青春 南関東総体

出場選手紹介

阿南工業高等学校

バレーボール

３年

男子

笠井 亮汰さん（椿泊町）背番号３

これが最後のインターハイなので、悔いのないよう思いっきり
プレーしてきたいです。予選突破をめざし、決勝トーナメント
で１回でも多く勝ちたいです。
３年

黒田 拓海さん（日開野町）背番号４

徳島県代表の自覚を持って、悔いの残らないように全力でプレ
ーしたいです。1 回でも多く勝てるように頑張るので応援よろ
しくお願いします。
３年

助田 智輝さん（椿泊町）背番号９

ミスを恐れず、自分の持っているものすべてを出して最高のプ
レーができるように頑張りたいです。全国で 1 勝でも多く勝
てるように全力を尽くします。
３年

岩田 直也さん（津乃峰町）背番号７

予選突破をめざして、今まで練習してきたことを発揮できるよ
う最後まであきらめず精一杯頑張りたいと思います。

２年

武田 佑介さん（椿町）背番号10

徳島県代表としての自覚を持ち、先輩たちのサポートができる
ように頑張りたいです。それに先輩たちとの最後のインターハ
イなので楽しんでいきたいです。

２年

福原 正也さん（日開野町）背番号18

僕は今年で２回目のインターハイに行きます。１年生の時は何
もできなかったので２年生になった今は、先輩をサポートし徳
島県代表の自覚を持ち頑張ります。
２年

川野 良太朗さん（那賀川町）背番号16

僕のインターハイの抱負は、全国の上手な選手を見て学んで、
それをこれからの練習に生かすことです。僕は多分試合には出
ないと思うので、応援も頑張りたいです。
２年

黒田 尚槻さん（日開野町）背番号８

インターハイでの私の抱負は、チームの役に立つということで
す。自分は試合には出られませんが、精一杯先輩のアシストが
できるように頑張りたいと思います。
２年

寺西 由騎さん（宝田町）背番号17

僕が阿南工業高等学校に入学して、２度目のインターハイ出場
になります。１勝でも多くできるように応援、サポートなど頑
張りたいと思います。
２年

中岡 陽色さん（富岡町）背番号13

インターハイでは各県の１位が集まって来るのでどこの県のチ
ームも強いと思いますが、保護者や他のチームの期待を背負っ
ているので、徳島県代表として頑張ります。

２年

阿南工業高等学校

３年

布川

ホッケー

男子

流さん（椿泊町）背番号10

高校生活最後のインターハイですが、悔いの残らないようにチ
ーム一丸となって頑張ってきます。僕たちが目標としているベ
スト８をめざします。
３年

岡田 大河さん（津乃峰町）背番号９

このチームでは最後の試合なので、楽しくかつ真剣に戦いたい
と思います。それと先輩として後輩に伝えられることは、全部
試合を通して伝えたいです。
３年

杉本 裕貴さん（那賀川町）背番号２

チームの目標としているベスト８をめざします。阿南工業のホ
ッケー部としてする最後の試合なので、チーム一丸となって一
生懸命頑張ってきます。
２年

吉村 杏平さん（羽ノ浦町）背番号15

日頃の練習の成果を十分に発揮して、まずは１回戦を突破でき
るように頑張りたいです。インターハイでは徳島県代表として
頑張ってきたいです。
２年

川田 慎也さん（宝田町）背番号７

去年のインターハイに１年で参加し、試合には出場はできず先
輩たちのサポートばかりでしたが、今回は試合に出場できると
思うので一生懸命頑張りたいです。

河野 翔匠さん（長生町）背番号13

徳島県の代表として出場するので、１試合を大事にして勝てる
ように、日頃の練習の成果を十分に発揮できるように頑張って
きます。
２年

湯浅 一真さん（津乃峰町）背番号４

自分たちよりも強い相手に対して、どれだけ自分の力が発揮で
きるかを試し、チーム全員が力を合わせ頑張りたいと思います。

２年

黒川 勇磨さん（福井町）背番号５

インターハイでは今まで練習してきたことを精一杯出し切り、
１つでも多く勝てるように頑張りたいと思います。

２年

小畠 汰一さん（見能林町）背番号１

今回、僕は初めてのインターハイなので緊張すると思いますが、
今までやってきたことを出せるように頑張りたいと思います。
そして試合に勝ちたいです。
２年

長田 龍樹さん（羽ノ浦町）背番号12

日頃の練習の成果を十分に発揮し、インターハイでの一戦一戦
を大事にし、正々堂々と戦ってきたいと思います。
２年

水本 祐輔さん（羽ノ浦町）背番号11

インターハイに出場できますが、１回戦敗退がほとんどなので、
１回戦で勝ち、２回戦へと進みたいです。３年生と１日でも長
くホッケーがしたいです。
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板野高等学校
３年

山本

相撲

巧さん（柳島町）

団体・個人

男子
写真：中

鳴門渦潮高等学校
３年

サッカー

松田 碧依さん

３年

女子

櫛谷 涼夏さん

（桑野町） 背番号９

（見能林町） 背番号７

去年けがで試合に出られなかっ
た分、今年はピッチに立ってベ
ストなプレーをして、全国ベス
ト４を目標に、チーム一丸とな
って頑張りたいと思います。

団体・個人

去年のインターハイはベスト８
と い う 結 果 で し た。 今 年 は 3
年生で最後なので、チームの目
標でもあるベスト４を達成でき
るように、全力で戦ってきたい
と思います。

初めての出場で不安もありますが、今ま
で支えてくださった人々への恩返しの気
持ちを込めて、全力で頑張ってきます。

（新野町） 背番号12

（長生町） 背番号16

苦手なことを克服して、登録メ
ンバーに選ばれるように頑張り
たいです。選ばれたら、自分の
持つ全力を出して、選ばれなか
ったら全力で応援したいです。

32人全員で戦って、全国ベス
ト４をめざしたいです。メンバ
ーに入ったら、全力でプレーし
ます。入れなくても、チームを
全力でサポートします。

3 度目の出場となるインターハイ。今年
は両国国技館が会場です。高校 3 年間
の集大成となるよう、応援してくださっ
た人への感謝を忘れずに頑張ります。
２年

２年
団体

四宮 瑠可さん（那賀川町）

浅田

宰さん（宝田町）

写真：右

写真：左

両国国技館という素晴らしい舞台で相撲
がとれるので、悔いのないよう、
正々堂々
頑張ってきたいと思います。

２年

兼任 ひかるさん

富岡東高等学校
３年

２年

剣道

馬見 範子さん（新野町）

多田 美咲さん

女子

団体・個人

インターハイは高校３年間の集大成となる大会なので、思い切ったい
つも通りの剣道を意識して、全員で心を１つにして頑張ってきたいと
思います。
那賀高等学校

２年

清水 悠登さん（新野町）

カヌー競技 男子 団体（カヤック
ペア・フォア 200m・500m）

インターハイでは今までしてきた
練習の成果を十分に発揮して、悔
いの残らないようにして、いいタ
イムが残せるように全力で頑張り
たいです。

那賀高等学校

２年

表原 佑太さん（向原町）

カヌー競技 男子 団体
（カヤックフォア 200m・500m）

生まれて初めてのインターハイを
全力で戦ってきます。またカヌー
ができる環境やカヌーを教えてく
れた先生や先輩への感謝を忘れず、
戦います。

那賀高等学校

１年

富岡東高等学校

吉田 美麗さん（大潟町）

溝木 竣也さん（領家町）

カヌー競技 女子 団体
（カヤックフォア 200m・500m）

水泳 男子 個人
200m･400m 自由形

インターハイ、初めての出場でと
ても緊張していますが、パドル数
を合わせられるよう、協力して頑
張りたいです。

つるぎ高等学校
３年

森

日頃から支えてくれる家族や指導
してくださる先生に感謝の気持ち
を忘れず、自分の持っている力を
すべて出せるように頑張りたいと
思います。

ソフトテニス

遼太さん（見能林町）

３年

団体

前川 和輝さん（西路見町）

清水 真優さん（日開野町）

団体

選抜での悔しさを忘れることなく、みんなで１つの目標に向かってや
っとつかんだインターハイです。今までやってきたことをどれくらい
出し切れるか、挑戦したいです。
２年

野村 愛里さん（津乃峰町）

団体

先輩との最後の大会なので、１つでも多くの思い出が作れるようにサ
ポートしていきたいと思います。その中で自分の気持ちを作っていき、
チームを盛り上げたいと思います。

男子

写真：左

僕はこれが２回目のインターハイなので、去年の大会の経験を生かして今
まで支えてくれた人たちに感謝し、チームに貢献できるように頑張りたい
と思います。
１年

２年

団体・個人

写真：右

支えてくれている周りの人たちに感謝して、試合では１年生らしく大きな
声を出して向かっていく気持ちを忘れないようにしたいです。応援よろし
くお願いします。

富岡東高等学校
３年

尾﨑

弓道

迅さん（那賀川町）

団体

男子
写真：左

県総体 2 連覇を成し遂げました。去年はまだまだ未熟
でしたが、1 年経った今、徳島県の選手たちの思いも背
負って、成長した姿・力を発揮したいと思います。
３年

荒井 誠司さん（那賀川町）

団体

写真：中

どんな状況でも、自分のできることを精一杯出し切り、
悔いの残らないよう、一戦一戦大切に戦ってきます。応
援よろしくお願いします。
２年

宮本 智弘さん（福井町）

団体

写真：右

県総体での悔しい体験から自分がどれだけ成長したかを
試したいです。今まで共に練習してきた仲間や戦ってき
た他の高校生の思いを背負い、県代表として最高の射を
したいです。
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