第４５巻

福島成蹊高等学校（発行責任者 大谷 明）

５号（令和２年 ９月１日～３０日)

～ インターハイ代替大会等の記録 ～
野球
福島 2020 夏季高等学校野球大会 第 3 位
7/23 2 回戦
対小高産業技術 ４－１
7/25 3 回戦
対清陵情報
８－０
8/1 4 回戦
対福島東
４－３
8/3 準々決勝 対郡山商業
２－１
8/5 準決勝
対聖光学院
１－１１
※ 本校初のシード選出、初のベスト４進出でした。

陸上競技
福島県陸上競技選手権（インターハイ代替大会） 8/17,18,22,23
優勝 文部科学大臣賞
男子棒高跳 佐藤 翔太（3-6 若松四中）
女子４×４００ｍリレー
遠藤 梨帆（3-11 西信中） 松田 愛美（2-7 渡利中）
阿部 心音（2-7 福島三中） 鹿股 梨乃（3-8 北信中）
女子棒高跳 斎藤 珠理（3-3 二本松一中）
女子走幅跳 松田 愛美（2-7 渡利中）
女子円盤投 大内 世捺（3-9 附属中）
女子やり投 中野 胡桃（3-8 白沢中）
※ 女子やり投中野さんの記録 52ｍ32（全国 3 位相当）は県高
校新記録・大会新記録でした。
第 2 位 スポーツ庁長官特別賞
男子棒高跳 金澤 颯太（3-11 白河中）
男子三段跳 黒沢 竜生（2-8 北信中）
女子 400ｍ 遠藤 梨帆（3-11 西信中）
女子４×１００ｍリレー
鹿股 梨乃（3-8 北信中） 松田 愛美（2-7 渡利中）
齋藤 咲花（2-12 福島三中）阿部 心音（2-7 福島三中）
女子走高跳 渡邉 安那（1-10 北信中）
女子棒高跳 小板橋茉由（2-12 長野県原中）
女子砲丸投 野田 優奈（2-12 北信中）
第3位
男子 100ｍ 佐藤 龍介（3-10 小浜中）
男子走幅跳 黒沢 竜生（2-8 北信中）
男子棒高跳 大竹 礼士（1-10 若松四中）
女子 200ｍ 鹿股 梨乃（3-8 北信中）
※ 県北大会結果は裏面に掲載しています。

バレーボール

バドミントン

バレーボール代替大会県北地区大会
7/26 予選リーグ
第 1 試合 対桜の聖母
第 2 試合 対東稜
8/2 1～４位トーナメント
1 回戦（準決勝） 対福島南
2 回戦（決勝）
対聖光学院

準優勝
２－０
２－０
２－０
１－２

テニス
福島県高等学校体育大会テニス県北地区代替大会 8/1
男子ダブルス
第 2 位 松田駿太郎（3-7 県北中） 宍戸大希（3-6 岳陽中）
第 3 位 岡部 留輝（2-7 野田中） 高橋諒太（2-8 信夫中）
第 8 位 仲澤 知哉（3-6 福島一中）鈴木優斗（3-6 信夫中）
女子ダブルス
優勝
荻野
倖（2-4 附属中） 菅野このみ（1-4 醸芳中）
第 2 位 菊地 莉世（2-11 県北中） 渡辺 璃音（2-11 信夫中）
県北地区ジュニアシングルス選手権大会 8/8,9
男子 第 7 位 星
尚邦（1-4 福島一中）
女子 第 2 位 菊地 莉世（2-11 県北中）
第 5 位 菅野このみ（1-4 醸芳中）
第 7 位 菅野 怜亜（2-12 信夫中）

福島県高校総体代替大会バドミントン競技 8/25～27
男子 学校対抗１回戦 対相馬 １－２
シングルス 上部
星（1-7 山木屋中）
１回戦 対遠藤（原町）１－２
女子 学校対抗１回戦 対相馬東 ３－０
２回戦 対平商業 ０－２ ベスト１６
シングルス 半澤絵梨子（3-6 松陵中）
１回戦 対舟木（若松商）０－２
ダブルス 菅野衣純（3-8 松陵中）黒澤綾乃（3-7 福島一中）
１回戦 対尾崎・八束（須賀川）１－２
半澤絵梨子（3-6 松陵中）大橋楓夏（2-11 東和中）
１回戦 対松下・小沢（原町）２－０
２回戦 対伊藤・前田（磐城）０－２ ベスト１６

トピック
８月２５日（火） 始業式を放送で行った後、冨田マツ奨学金
と本校１学年学業特待生の認定証交付が行われました。
冨田さんは昭和２５年に本校を卒業され、福島県立医大、国立
予防衛生研究所、そしてガーナの野口英世記念医学研究所で女性
の社会進出の先駆けとして活躍されました。

卓球
福島県高等学校卓球交流県北地区大会 8/1
男子 A 対福島東稜 A 2-3 対福島東 A 3-1 対橘 A 3-2
男子 B 対福島商業 B 3-1 対福島明成 B 3-0 対聖光学院 B 3-1
男子 C 対福島工業 C 2-3 対福島商業 C 2-3
女 子 対桜の聖母 B 0-3 対福島 2-1 対福島明成 2-1
全日本卓球選手権大会（ジュニアの部）県北大会 8/8
県大会（9/21,22）への出場が決定した選手
男子 齋藤 大輝（2-5 梁川中）
鹿又
琉（2-10 渡利中）
佐藤 悠河（1-9 福島四中） 鈴木 優弥（1-8 桃陵中）
女子 齋藤 優華（2-10 霊山中） 髙橋 美帆（2-9 梁川中）
塚本 千智（1-5 信夫中）

花言葉 感謝

＜行事日程＞ ９月
９月 １日（火）～２日 第 2 回英検受験申込
７日（月）～９日、１１日 内科検診
１５日（火） 総合型選抜出願開始
１７日（木） 高３大学受験ガイダンス
１９日（土） 吹奏楽クラブ定期演奏会
２１日（月） 敬老の日
２２日（火） 秋分の日
２４日（木） 国際理解教育講演会
２７日（日） ギタークラブ定期演奏会

福島県陸上競技選手権大会県北地区大会 7/18,19,23,24
入賞（県大出場）
男子
4×100m
第２位
黒沢 竜生（2-8 北信中） 佐藤 龍介（3-10 小浜中）
大波 龍登（3-8 渡利中） 佐藤 己朗（1-9 北信中）
4×400ｍ
第１位
佐藤 龍介（3-10 小浜中） 大波 龍登（3-8 渡利中）
幕田 康貴（3-5 附属中） 長澤 春喜（3-7 信陵中）
100m
第３位
佐藤 龍介（3-10 小浜中）
200m
第３位
佐藤 龍介（3-10 小浜中）
400m
第１位
大波 龍登（3-8 渡利中）
110mH
第２位
下田 雄太（3-10 福島三中）
400mH
第２位
長澤 春喜（3-7 信陵中）
110mJrH
第３位
下田 雄太（3-10 福島三中）
5000m
第２位
佐藤 眞尋（3-6 福島一中）
第５位
安部 雄大（2-7 福島一中）
走高跳
第２位
引地 直登（3-4 桃陵中）
棒高跳
第１位
佐藤 翔太（3-6 若松四中）
第２位
大竹 礼士（1-10 若松四中）
第３位
金澤 颯汰（3-11 白河二中）
一般砲丸投
第１位
二階堂晶矢（2-10 平野中）
高校砲丸投
第２位
佐藤 駿太（3-8 福島二中）
高校円盤投
第２位
渡辺 真洋（2-12 平野中）

女子
4×100ｍ
阿部
齋藤
4×400m
遠藤
鹿股
100m
200m
400m

400mH
800m
1500m
5000m
走幅跳
棒高跳
走高跳
三段跳
円盤投
砲丸投
やり投

第１位
心音（2-7 福島三中） 松田 愛美（2-7 渡利中）
咲花（2-12 福島三中） 鹿股 梨乃（3-8 北信中）
第１位
梨帆（3-11 西信中） 松田 愛美（2-7 渡利中）
梨乃（3-8 北信中） 小板橋茉由（2-12 長野県原中）
第２位
鹿股 梨乃（3-8 北信中）
第３位
松田 愛美（2-7 渡利中）
第１位
鹿股 梨乃（3-8 北信中）
第１位
遠藤 梨帆（3-11 西信中）
第３位
小板橋茉由（2-12 長野県原中）
第４位
阿部 心音（2-7 福島三中）
第２位
中里 真菜（2-8 信夫中）
第２位
遠藤 梨帆（3-11 西信中）
第３位
菅野 美咲（3-7 福島四中）
第３位
菅野 美咲（3-7 福島四中）
第１位
吉田
楓（2-12 醸芳中）
第１位
松田 愛美（2-7 渡利中）
第１位
齋藤 珠理（3-3 二本松一中）
第2位
小板橋茉由（2-12 長野県原中）
第１位
渡邊 安那（1-10 北信中）
第３位
加藤南々帆（3-8 松陵中）
第２位
加藤南々帆（3-8 松陵中）
第１位
大内 世捺（3-9 附属中）
第３位
佐藤
唯（3-8 信陵中）
第１位
野田 優奈（2-12 北信中）
第３位
大内 世捺（3-9 附属中）
第１位
中野 胡桃（3-8 白沢中）

