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６号（令和２年 １０月１日～３１日)

学校 行事
受験ガイダンス 9/17

３年各クラスで大学受験に向けてのガイダンスが行われまし
た。共通テスト申し込み方法や、多くの大学で導入されている
ウェブ出願について本校進路部が作成したビデオを通して注意
事項を確認しました。
例年行っている保護者向けガイダンスは行わず、生徒が視聴
したビデオを保護者に配信する方法を取りました。
国際理解教育講演会 SDGｓ策定日本代表 杉下智彦先生 9/24

一貫コース 文科副大臣来校 9/4
亀岡偉民文部科学副大臣、
文部科学省関係者２名、
福島県教育委員会及び
私学法人課関係者４名
の計７名が、福島県内
での高等学校教育改革
に関する実態把握のた
め本校を視察に訪れま
した。
腰浜キャンパスに来校いただき、中高一貫コースの授業を参観されま
した。
特進コース 福島フィールドワーク 9/19
2 年 2 組 佐野 暉祈
（野田中）
私たち特進コースでは毎年
秋にコース全体でフィールド
ワークを行っています。今年度
は成蹊高校から四季の里まで
の強歩でした。容易なものでは
ありませんでしたが、学年の隔
たりを超えて互いに笑い合い
励まし合い、全員が最後まで歩
き抜きました。とても楽しく充
実した催しでした。

クラ ブ活動
吹奏楽部
県北吹奏楽コンテスト 9/13
高等学校大編成の部 優秀賞（準グランプリ）
定期演奏会 9/19 とうほう・みんなの文化センター
2 年 7 組 小池陽夏
（信夫中）
今年の定期演奏会は
コロナの影響により、
部員全員で演奏する今
年度最初で最後の機会
となりました。例年よ
り準備期間が短かった
ものの、3 年生が中心
になって私たちを率い
て下さり、笑顔あふれるステージとなりました。顧問の先生方を
はじめ、先輩方やご来場いただいた皆様への感謝の気持ちを忘れ
ずに、これからも練習に励んでいきたいです。

ギタークラブ
定期演奏会 9/27 福島市音楽堂大ホール

＜行事日程＞ １０月

1 年 5 組 武田 まゆ（北信中）
この講演会で、
“幸せ”には人それぞれの形があり、貧しい
人、障害のある人＝かわいそうのみで決めつけられないことを
知りました。
「固定観念にとらわれない」ことの大切さにも気
づきました。社会が人々の健康が守られるように動き、考えが
変わってくれば世界の問題も解決に進むだろうと感じました。
お金に価値をおき過ぎず、思いやりをもって生きることが社会
や世界が変わることに繋がると思いました。

１０月 ３日（土） 第 2 回英検 1 次試験
夢ナビ（オンライン）
５日（月） 衣替え
７日（水）～９日（金）二学期中間考査
１２日（月） 教育実習開始
１３日（火） 体育祭
１４日（水） 体育祭予備日
１５日（木） 生徒会立会演説会
２２日（木） 芸術鑑賞教室（２、３年）
２５日（日） オープンスクール

3 年 8 組 佐藤 咲夏（野田中）
今年は全日本ギターコンクールが中止になり、3 年生は今回の演
奏会をもって引退になります。例年よりも短い期間の中で部員全
員で切磋琢磨しながら、見に来て下さる方々のためにギターの演
奏や演出の準備を頑張ってきました。本番では最高のパフォーマ
ンスをすることができ、嬉しかったです。

大 会 記 録
【サッカー部】
第 99 回全国高等学校サッカー選手権
福島県大会 1 次大会 2 回戦 8/29
対平工業高校 ４－０（前半 3－0 後半 1－0）○
★ ２次大会（10 月 11 日～）出場決定

【野球部】
第 72 回秋季東北地区高等学校野球福島県大会県北支部予選
１回戦 対福島商業
４－６ ●
敗者復活１回戦 対二本松工業 １０－０（７回コールド）○
敗者復活２回戦 対保原
１０－３（８回コールド）○
敗者復活３回戦 対橘
６－１ ○
第３代表決定戦 対福島
１－４ ●
第５代表決定戦 対福島東
１－２ ●

【バスケットボール部】
第 57 回福島県高等学校バスケットボール選手権大会
県北地区予選
【男子】予選Ｄブロック
対安達１１２－４８ ○、対福島商業 ５８－８２ ●
県大会出場決定戦
対本宮
１１７－５５ ○
★ 第５位で県大会出場決定
【女子】予選Ｂブロック
対橘 ９５－３０ ○、準決勝 対聖母・福島７４－４３ ○
決勝
対福島東陵 ５９－８０ ●
★ 第２位で県大会出場決定

【女子バレーボール部】
FTV 杯県北地区予選大会 9/21,22
トーナメント戦 ２回戦
対福島 ２－０ ○ (代表決定戦出場決定)
決勝リーグ戦
対橘
２－０ ○、対聖光学院 １－２ ●、
福島東 ２－０ ○
★ 第２位で本選出場決定

【テニス部】

【陸上競技部】

第 54 回福島県高等学校新人体育大会テニス競技県北地区予選
男子団体 2 回戦 対福島南 ４－１勝
決勝リーグ１R 対福島商業 ３－２ ○
２R 対橘
３－２ ○
３R 対福島
２－３ ●
★ 第２位で県大出場決定
女子団体 １R 対福島商業 ５－０ ○
２R 対福島
４－１ ○
★ 第１位（3 連覇）で県大出場決定
男子個人戦 星
尚邦（1-4 福島一中） 第８位
女子個人戦 菊地 莉世
（2-11 県北中） 第１位（県大会出場）
渡邉 璃音
（2-11 信夫中） 第３位（県大会出場）
菅野このみ（1-4 醸芳中） 第４位（県大会出場）

【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 県北・相双地区大会
9/13,14
予選 a リーグ 対福島明成 ８－０（５回コールド）○
対福島東陵 ５－８ ●
１勝１敗で決勝トーナメント進出
準決勝
対福島西 １７－２（３回コールド）○
決勝
対福島東陵 ３－１０（５回コールド）●
★ 第２位で県大会出場決定

【卓球部】
全日本卓球選手権県大会 9/21,22
女子
塚本 千智（1-5 信夫中） ２回戦
髙橋 美帆（2-9 梁川中） ２回戦
齋藤 優華（2-10 霊山中） ２回戦
３回戦
男子
鈴木 優弥（1-8 桃陵中） ２回戦
佐藤 悠河（1-9 福島四中）１回戦
２回戦
齋藤 大輝（2-5 梁川中） ２回戦
３回戦
鹿又
琉（2-10 渡利中） ２回戦
３回戦

対安積黎明１－３ ●
対郡山商業０－３ ●
対あゆり Jr３－０ ○
対郡山女子附０－３ ●
対郡山東 ０－３ ●
対郡山ふれあい３－０ ○
対喜多方東１－３ ●
対若松一中３－０ ○
対富久山クラブ１－３●
対あさか開成３－２ ○
対平工業 ０－３ ●

第 60 回福島県高等学校新人体育大会陸上競技大会
9/12,13,14
・男子三段跳 第 1 位 黒沢 竜生（2-8 北信中）
・男子棒高跳 第 1 位 大竹 礼士（1-10 若松四中）
・男子走幅跳 第３位 黒沢 竜生（2-8 北信中）
・男子円盤投 第４位 渡辺 真洋（2-12 平野中）
・女子走高跳 第 1 位 渡邉 安那（1-10 北信中）
・女子走幅跳 第 1 位 松田 愛美（2-7 渡利中）
・・・全国高校陸上
標準記録突破
・女子棒高跳 第 1 位 小板橋茉由（2-12 長野原中）
・女子砲丸投 第 1 位 野田 優奈（2-12 信陵中）
・・・全国高校陸上標準記録突破
・男子４×１００mR 第３位
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）
・女子４×１００mR 第３位
小板橋茉由（2-12 長野県原中）
、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４×４００mR 第４位
小板橋茉由（2-12 長野県原中）
、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）
★ 男子、女子共にフィールドの部 総合優勝
★ 以上 東北大会出場決定
・男子棒高跳
第５位 本田 大和（1-10 岩代中）
・男子砲丸投
第５位 二階堂晶矢（2-10 平野中）
〃
第６位 渡辺 真洋（2-12 平野中）
・女子２０００ｍ障害 第６位 吉田
楓（2-12 醸芳中）
・女子円盤投
第５位 野田 優奈（2-12 信陵中）
・女子七種競技 第６位 中里 真菜（2-8 信夫中）
★ 以上 県大会入賞

【水泳部】
学校体育大会代替大会水泳競技大会 兼 令和２年度福島県高
等学校選手権大会水泳競技大会 兼 第５５回福島県高等学校
新人体育大会水泳競技大会
代替大会
男子
１００ｍ 自由形 第７位 三浦俊哉（3-11 北信中）
、
第１０位 大石涼翔（3-7 北信中）
２００ｍ 自由形 第２位 三浦俊哉（3-11 北信中）
５０ｍ 自由形 第４位 八巻貴斗（3-5 吾妻中）
女子
４００ｍ 個人メドレー 第３位 狩野瑠瑠（3-5 向陽中）
１００ｍ 自由形 第２位 斎藤美月（3-10 二本松一中）
２００ｍ バタフライ 第２位 狩野瑠瑠（3-5 向陽中）
２００ｍ 背泳ぎ 第１位 佐藤夏香（3-11 松陵中）
２００ｍ 自由形 第１位 斎藤美月（3-10 二本松一中）
１００ｍ 背泳ぎ 第２位 佐藤夏香（3-11 松陵中）
４×１００ｍ メドレーリレー 第２位
佐藤夏香（3-11 松陵中）
、塩谷莉紗（1-8 二本松二中）
秋山栞名（2-7 二本松二中）
、
斎藤美月（3-10 二本松一中）
新人大会
男子
４００ｍ 自由形 第２位
第３位
４００ｍ 個人メドレー
第１位
１００ｍ 自由形 第５位
２００ｍ バタフライ
第３位
２００ｍ 自由形 第６位
２００ｍ 個人メドレー
第１位

二階堂隼（2-11 蓬莱中）
、
秋田 滉（1-9 二本松三中）
渡邊皓太（1-5 二本松三中）
齋藤健瑠（1-4 北信中）

女子
４００ｍ 自由形 第１位
１００ｍ 自由形 第９位
第１１位
第１３位
２００ｍ 平泳ぎ 第３位
第１０位
２００ｍ 個人メドレー
第１位
第６位
５０ｍ 自由形 第１位
第７位
第１４位
１００ｍ バタフライ
第１位

橋本優心（1-7 岩江中）
田中美楓（2-5 附属中）
泉田琴音（2-4 信夫中）
赤井咲水（1-7 信夫中）
塩谷莉紗（1-8 二本松二中）
矢部晴花（2-4 信夫中）
鈴木菜花（1-3 川俣中）
佐藤宮実（2-3 福島三中）
秋山栞名（2-7 二本松二中）
田中美楓（2-5 附属中）
泉田琴音（2-4 信夫中）

秋山栞名（2-7 二本松二中）
・・・大会新記録
１００ｍ 背泳ぎ 第４位
鈴木菜花（1-3 川俣中）
第１０位
馬場麻由（2-5 月舘中）
１００ｍ 平泳ぎ 第３位
塩谷莉紗（1-8 二本松二中）
第１５位
矢部晴花（2-4 信夫中）
４×１００ｍ フリーリレー 第１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）
４×１００ｍ メドレーリレー 第５位
鈴木菜花（1-3 川俣中）
、矢部晴花（2-4 信夫中）
橋本優心（1-7 岩江中）
、田中美楓（2-5 附属中）

★
★
★
★

４位以上が新人東北大会への出場決定
男子学校対抗 第１位（２年ぶり６回目）
女子学校対抗 第１位（１２年ぶり９回目）
学校対抗において、本校水泳部初の男女同時優勝

二階堂隼（2-11 蓬莱中）
秋田 滉（1-9 二本松三中）

渡邊皓太（1-5 二本松三中）
・・・大会新記録
５０ｍ 自由形 第７位 齋藤健瑠（1-4 北信中）
４×１００ｍ フリーリレー 第１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）
４×１００ｍ メドレーリレー 第３位
齋藤健瑠（1-4 北信中）
、渡邊皓太（1-5 二本松三中）
、
二階堂隼（2-11 蓬莱中）
、秋田 滉（1-9 二本松三中）

大会新記録を出した渡邊皓太と秋山栞名

