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平成 29 年　宿毛市スポーツ賞表彰式

　2 月 27 日、宿毛文教センターにおいて「平成 29 年宿毛市スポーツ賞」の表彰式が行われました。この表彰は、
宿毛市のスポーツの普及振興に顕著な功績をあげた個人および団体を表彰するもので、奨励賞（団体）3 団体、優
秀賞（団体）2 団体、奨励賞（個人）14 名、優秀賞（個人）15 名が表彰されました。おめでとうございます。
※優秀賞 : スポーツにおいて優秀な成績を収めた中学生以上の個人、団体
※奨励賞 : スポーツにおいて優秀な成績を収めた小学生以下の個人、団体

奨励賞（団体）
宿毛少年相撲クラブ 
第30回少年相撲南海大会 団体 優勝
など

宿毛FC 
第41回全日本少年サッカー大会高知県
大会 優勝

宿毛JAC 
第15回だるま夕日宿毛カップ小学生陸上
競技大会  小学男子1-4年 4×100mリレー  
第1位  

団体優秀賞
片島中学校相撲部 
平成29年度全国中学校相撲選手権大会 
団体 準優勝 など

宿毛中学校女子バスケットボール部 
第55回四国中学校総合体育大会 3位 
など

奨励賞（個人）
山下 更紗（すくもレスリングクラブ） 
第34回全国少年少女レスリング選手権
大会6年女子29kg級 優勝

山下 祈願（すくもレスリングクラブ） 
第34回全国少年少女レスリング選手権
大会男子5年30kg級 準優勝 など

大串 一世（すくもレスリングクラブ） 
第19回中四国少年少女レスリング選手権
大会 5、6年生の部 男子36kg級 優勝

宮本 彩羽（すくもレスリングクラブ） 
第4回宿毛少年少女レスリングパラダイ
スカップ幼児の部18kg級 優勝

竹村 碧維（すくもレスリングクラブ） 
第30回B&G財団会長杯少年レスリング選
手権大会 小学1、2年生の部24kg級 優勝

阪本 樹紀（宿毛少年柔道クラブ） 
高知りょうまライオンズクラブ杯 5年
50kg級 第1位 （第13回高知県少年柔道
大会）

島崎 海璃（宿毛少年柔道クラブ） 
高知りょうまライオンズクラブ杯 5年
45kg級 第1位（第13回高知県少年柔道大
会）

野口 侑真（宿毛少年柔道クラブ） 
高知県柔道整復師会杯少年柔道大会 4年
の部 第1位 など

吉尾 春花
（宿毛バドミントン愛好会ジュニア） 

第65回高知県小学生バドミントン大会 
5年生女子シングルス 優勝 など

原 翔真（宿毛JAC） 
第15回だるま夕日宿毛カップ小学生陸
上競技大会 男子3、4年 100m 第1位（大
会新記録）

澤田 敏（アスリートすくも） 
第34回高知県小学生陸上競技大会男子
1、2年50m 第1位

小松 剛基（アスリートすくも） 
日清食品カップ第33回全国小学生陸上
競技交流大会 高知県選考会 男子5、6年
生80mハードル 第1位 など

近澤 海祐（中村ジュニア） 
平成29年度赤エム杯高知県小学生ソフ
トテニス大会 小学生女子1部ダブルス 
第1位 など

住田 太智（宿毛少年相撲クラブ） 
第66回四国四県対抗相撲選手権大会 個
人 準優勝 など
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個人優秀賞
高橋 大（スポーツクラブすくも） 
第2回高知県学年別水泳競技大会男子
400m個人メドレー 第1位

川村 さくら（県立中村中学校） 
第71回高知県中学校総合体育大会（柔
道）女子個人48kg級 優勝 など

東 大翔（県立中村中学校） 
第71回高知県中学校総合体育大会（柔
道）　男子90kg超級 優勝

島村 青空（県立中村中学校） 
第55回四国中学校総合体育大会（陸上）
女子100mハードル 第3位 など

井上 晴友（小筑紫中学校） 
第71回高知県中学校総合体育大会（陸
上）　800m 第1位

池川 亜路捺（宿毛中学校） 
第71回高知県中学校総合体育大会（陸
上）　2年1500m 第1位 など

小松 陽奈（宿毛中学校） 
第71回高知県中学校総合体育大会（陸
上）　女子200m 第1位 など

嵐 杏心（宿毛中学校） 
第55回四国中学校総合体育大会（陸上）　
1年女子1500m 第3位 など

松原 進之介（片島中学校） 
第71回高知県中学校総合体育大会（相
撲）　2年個人の部 優勝

澤田 琉希夜（片島中学校） 
第55回四国中学校総合体育大会（相撲）
個人の部 優勝 など

上甲 桜樺（片島中学校） 
第35回高知県中学生空手道練成大会女
子個人形 優勝 など

山下 修誠（すくもレスリングクラブ） 
平成29年度第43回全国中学生レスリン
グ選手権大会男子42kg級 第3位

小島 義教（宿毛工業高校） 
第15回四国高等学校弓道新人大会団体 
3位

吉村 彰浩（宿毛高校） 
第24回高知県高等学校ビーチバレー選
手権大会優勝

岡野 七菜子（中村高校） 
2017第72回国民体育大会（えひめ国体） 
バスケットボール少年女子 第5位入賞

　行政方針第１の柱である「産業振興」におけ
る重要な要素となっている高速道路の四国横
断自動車道「宿毛～内海間」は、現在、計画段階
評価の手続きが行われています。この手続きが
早期に進捗するよう、１月に宿毛市と愛南町に
よる財務省への要望活動を行い、また、２月に
は四国西南地域の首長および議会議長等によ
る国土交通省への要望活動を行いました。
　今後、第２回目のアンケート調査が予定さ
れています。早期事業化のためには重要なア
ンケートになりますので、実施の際には皆さ
んのご協力をよろしくお願いします。

 問  土木課　☎ 63-1126

四国横断自動車道宿毛～内海間の早期事業化

▲木原財務副大臣（写真中央）への要望 ▲国土交通省　松原技術総括審議官
　（写真左から 3 番目）への要望

  問  総合運動公園　☎ 66-1467

志国高知　幕末維新博　第二幕開幕
　昨年度の第一幕に続き、第二幕が開幕します。第二幕は、林邸
の公開を中核として、宿毛歴史館では各種展示会を開催していき
ます。開幕時には特別展「酒

さ か い

井南
な ん れ い

嶺展～宿毛の教育史～」で来館
の皆さんをお迎えします。

 問  宿毛歴史館　☎ 63-5496

期  間  
平成 30 年 4 月 21 日（土）～平成 31 年 3 月 31 日（日）

期  間  3 月 20 日（火）～ 5 月 6 日（日）
  8 時 30 分～ 17 時（月曜休館）

会  場  宿毛歴史館特別展示室（宿毛文教センター 3 階）
入場料  高校生以上 200 円・小中学生 100 円

 （宿毛歴史館常設展含む）

志国高知　幕末維新博第二幕

酒井南嶺展～宿毛の教育史～

▲酒井南嶺　江戸・大阪・京都などで学識を広め、
宿毛へ戻ると、日新館で教鞭をとり、私塾望美
楼をひらきました。明治新時代で活躍した宿毛
出身者はみな彼の薫陶を得ていたといわれてい
ます。


