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学 校 行 事
体育祭 信夫ヶ丘競技場 10/13

３コース 3 学年面説講演会 10/1
横田和則様（(株)ソーシャルデザイニング研究所）が、生徒同士の
ワークショップを交えて楽しく面接指導をして下さいました。

普通コース高 2 世界遺産 Zoom 講演会 10/1
吉田渓介様（世界遺産検定協会）が「世界遺産、旅、SDGｓ」につ
いて、ご自身の思い出を含めてお話下さいました。また、生徒が作成
した世界各地のトピックアルバムの優秀作品が紹介されました。

副実行委員長 髙萩昂礼（2-6 渡利中）
本年度元々は合唱祭を予定していましたが、コロナウイルスの
影響で中止になりました。その代わりに実施することになった体
育祭は、開校以来初の試みとなりました。最初はとても不安な気
持ちでした。しかし、体育祭当日は生徒会の方々と今まで積み上
げてきた力を発揮できたので、とても楽しく素晴らしい体育祭に
なりました。次は「新入生歓迎会」です！
生徒会役員選挙 10/24
第１０９期生徒会役員
会
長 宮崎 優菜（2-6 信陵中）
副 会 長 菊地 海里（2-3 渡利中）大貫健太郎（2-5 福島四中）
執行委員 中村 紋歌（2-8 北信中）吉田 茉央（2-8 県北中）
渡辺 昂佑（2-8 北信中）伊藤 大翔（2-9 成蹊中）
真島唱良々（2-11 本宮一中）
木戸 千晶（1-3 信陵中）伊藤 悠希（1-4 伊達中）
西浦 瑞希（1-9 信夫中）石森 英彦（1-10 附属中）
次年度会長 宮崎 優菜（2-6 信陵中）
私の目標は、自ら動き行事を自分たちでつくりあげることの楽
しさを生徒の皆さんに知ってもらうことです。私はこの 1 年間、
生徒会活動を通して大きな達成感を得ることが出来ました。それ
を皆さんに味わってもらうために生徒と生徒会の距離を縮めま
す。明るく元気に行動し、生徒会の情報を伝えていきます。

芸術鑑賞教室代替 DVD 鑑賞 10/22
新型コロナの為に
生で聴けなかった津
軽三味線と和太鼓の
演奏を、学年毎にビ
デオで楽しみました。

＜行事日程＞ １１月
１１月 ３日（火） 文化の日
５日（木） コース別フィールドワーク等
８日（日） 第二回英検 2 次試験
９日（月）～１１日（水）甲状腺検査
１３日（金） 避難訓練
１９日（水） 生徒大会
２１日（土） 入試個別相談会
２３日（月） 勤労感謝の日

トピック
・・・全国で力を発揮した生徒の声
自然科学部
マリンチャレンジプログラム２０２０北海道・東北大会
優秀賞 「藻類を用いた汚染水処理を目指して」
代表 根本 佳祐（3-3 清水中）
第 10 回バイオサミット イン 鶴岡
優秀賞 「ミカヅキモを用いた効率の良い𝑺𝒓𝟐+ 吸収」
代表 神村 美妃（2-5 福島二中）
今回の大会では、ミカヅキモを用いた研究について発表しまし
た。大会当日まで先輩にご指導いただきました。また、質疑応答
でも先輩の力を借り、念願の優秀賞を頂くことができました。発
表は全国の高校生徒との交流を通して、多くの意見や感想を頂く
ことが出来ました。今回の大会は自分の視野を広げる良い機会で
した。これからの研究の発展につなげます。
陸上競技部
ジュニアオリンピックカップ
全国高等学校陸上競技大会２０２０（広島県）
やり投 全国第 2 位 中野胡桃（3-8 白沢中）
コロナでインターハイや国体が中止になり、この大会の開催が
最後の願いでした。試合では、開催への感謝や様々な思いを一本
一本に込めて投げました。しかし、日本一に届かず悔しさで一杯
でした。応援ありがとうございました。
棒高跳 全国第 10 位 佐藤翔太（3-6 若松四中）
自己ベストでの入賞を目標に日々練習に取り組みました。大き
な大会でいつも通りの力を出す難しさ、自分の力不足を痛感した
大会でしたが、たくさんのことを学べた大会でした。大きな大会
で勝負できたことを、支えてくれた方々に感謝したいです。
円盤投 全国第 10 位 大内世捺（3-9 附属中）
高校生最後の全国大会に向け、部活時間だけでなく隙間時間を
大切にして多くの練習に取り組んできました。結果はとても悔し
いものですが、自分らしいパフォーマンスを出来たことに悔いは
ありません。大学で更なる成長に向けて日々精進します。

大 会 記 録
【サッカー部】
第９９回全国高校サッカー選手権大会２次大会(県大会)
１次大会２回戦 対平工業 ４－０ 〇
２次大会３回戦 対葵
４－２ 〇
４回戦 対帝京安積０－６ ●ベスト 16(過去最高タイ)

【バスケットボール部】
男子 第 57 回福島県高等学校バスケットボール選手権大会
１回戦 対会津工業 ９７－６９ 〇
２回戦 対開志 A&B ４１－９９ ● ベスト１６

【テニス部】
第 54 回福島県高等学校新人体育大会テニス選手権大会
男子団体 予選トーナメント
１R
対会津工業 ４－１ 〇
２R
対磐城
０－３ ● ベスト８
女子団体 予選トーナメント
１R
対福島高専 ４－１ ○
２R
対葵
４－１ ○
決勝リーグ
１R
対磐城
２－３ ●
２R
対日大東北 ２－３ ●
３R
対安積
３－２ 〇 第３位
女子個人戦 菊地 莉世（2-11 県北中） ベスト１６
菅野このみ（1-4 醸芳中） ベスト１６

【ソフトボール部】
令和２年度福島県高等学校新人体育大会 ソフトボール競技
２回戦
対郡山東
１５－０ 〇（３回コールド）
準々決勝
対帝京安積 ２－１３ ●（５回コールド）
ベスト８
第２７回福島県私立高等学校女子選抜ソフトボール大会
１回戦 対学法石川 １－１８ ●（５回コールド）
敗者復活１回戦 対尚志
７－２ 〇
３位決定戦 対東稜
０－９ ●（５回コールド）
第４代表で東北私学大会出場

【野球部】
第 31 回秋季県北地区高等学校野球選手権大会
２回戦 対学法福島 ５－２ 〇
準決勝 対福島工業 １－５ ●
ベスト４

【卓球部】
第 59 回 福島県高等学校新人体育大会卓球競技県北地区予選
男子団体 ２位
１回戦 対学法福島
３－０ 〇
２回戦 対二本松工業 ３－１ 〇
３回戦 対福島東
３－２ 〇
準決勝 対橘
３－２ 〇
決勝 対東稜
０－３ ●
女子団体 ３位
２回戦 対福島東
３－１ 〇
３回戦 対福島商業
３－２ 〇
準決勝 対東稜
０－３ ●
個人戦 シングルス 県大会出場 8 名
齋藤 大輝（2-5 梁川中） 鹿又
琉（2-10 渡利中）
金田 一穂（1-7 北信中） 鈴木 優弥（1-8 桃陵中）
佐藤 悠河（1-9 福島四中）髙橋 美帆（2-9 梁川中）
齋藤 優華（2-10 霊山中） 塚本 千智（1-5 信夫中）

【陸上競技部】
東北新人陸上選手権大会
男子４×１００ｍＲ 予選⑧ ４３秒４７
黒沢 竜生（2-8 北信中）
、佐藤 己朗（1-9 北信中）
、
二瓶 琉佳（2-4 野田中）
、渡辺
陸（2-11 福島三中）
男子棒高跳 第 ２位
４ｍ５０ 大竹 礼士（1-10 若松四中）
男子走幅跳 第１１位
６ｍ７４ 黒沢 竜生（2-8 北信中）
男子三段跳 第 ４位 １４ｍ１６ 黒沢 竜生（2-8 北信中）
男子円盤投 第１１位 ３４ｍ２５ 渡辺 真洋（2-12 平野中）
女子４×１００ｍＲ 予選⑤ ５０秒１８
阿部 心音（2-7 福島三中）
、松田 愛美（2-7 渡利中）
、
齋藤 咲花（2-12 福島三中）
、樋口 京香（1-7 北信中）
女子４×４００ｍＲ 予選⑥ ４分０８秒９０
松田 愛美（2-7 渡利中）
、阿部 心音（2-7 福島三中）
、
小板橋茉由（2-12 長野原中）
、齋藤咲花（2-12 福島三中）
女子走高跳 第 ３位
１ｍ６０ 渡邉 安那（1-10 北信中）
女子走幅跳 第 １位
５ｍ５８ 松田 愛美（2-7 渡利中）
女子砲丸投 第 ３位 １１ｍ６６ 野田 優奈

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
全国高等学校陸上競技大会２０２０（広島県）
女子やり投 第２位
中野 胡桃（3-8 白沢中） ５３ｍ４４
県新記録・県高校新記録
男子棒高跳 第１０位 佐藤 翔太（3-6 若松四中） ４ｍ６０
女子円盤投 第１０位 大内 世捺（3-9 附属中） ３９ｍ５５
女子砲丸投 第２３位 野田 優奈（2-12 信陵中）１１ｍ４７

【水泳部】
第２８回東北高等学校新人水泳競技大会
【女子】 学校対抗 第７位
２００ｍ 平泳ぎ 第７位 塩谷 莉紗（1-8 二本松二中）
４００ｍ 自由形 第２位 橋本 優心（1-7 岩江中）
５０ｍ 自由形 第１位 秋山 栞名（2-7 二本松二中）
２００ｍ 個人メドレー 第１１位 鈴木 菜花（1-3 川俣中）
１００ｍ バタフライ 第２位 秋山 栞名（2-7 二本松二中）
大会新記録
１００ｍ 背泳ぎ 第２３位 鈴木 菜花（1-3 川俣中）
１００ｍ 平泳ぎ 第９位 塩谷 莉紗（1-8 二本松二中）
４×１００ｍ フリーリレー 第６位
秋山 栞名（2-7 二本松二中）田中 美楓（2-5 附属中）
鈴木 菜花（1-3 川俣中）
橋本 優心（1-7 岩江中）
【男子】
４００ｍ 個人メドレー
第２位 渡邊皓太（1-5 二本松三中）
２００ｍ バタフライ
第１０位 二階堂隼（2-11 蓬莱中）
４００ｍ 自由形
第１２位 秋田滉（1-9 二本松三中）
、
第１３位 二階堂隼（2-11 蓬莱中）
２００ｍ 個人メドレー
第４位 渡邊皓太（1-5 二本松三中）
４×１００ｍ メドレーリレー 第７位
秋田 滉（1-9 二本松三中）渡邊 皓太（1-5 二本松三中）
二階 堂隼（2-11 蓬莱中） 齋藤 健瑠（1-4 北信中）
４×１００ｍ フリーリレー 第６位
渡邊 皓太（1-5 二本松三中）秋田滉（1-9 二本松三中）
二階 堂隼（2-11 蓬莱中） 齋藤 健瑠（1-4 北信中）

