
第４４巻 ５号（令和元年 ７月１６日～８月２６日）                                               福島成蹊高等学校（発行責任者 大谷 明） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ活動成績報告 Ｎｏ１ 

水 泳 

☆第６５回福島県高等学校体育大会（6/20～6/23） 

男子総合     第１位（１２０点） 

男子４×100ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 第１位（大会新） 

伹野智哉（3-9 鹿島中）  五十嵐蓮（3-10 二本松三中） 

安齋叶空（3-10 二本松一中）  吉田朱佑（3-10 桃陵中） 

男子４×100ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ 第１位（大会新） 

  吉田朱佑  五十嵐蓮  安齋叶空  伹野智哉 

男子４×200ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ 第１位（大会新） 

  吉田朱佑  五十嵐蓮  安齋叶空  伹野智哉 

男子 200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 第２位  伹野智哉 

男子 50ｍ自由形   第２位（大会新） 五十嵐蓮 

男子 100ｍ自由形   第１位  五十嵐蓮 

           第２位  吉田朱佑 

男子 100ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ   第１位（大会新） 安齋叶空 

           第２位  吉田朱佑 

男子 200ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ   第１位  安齋叶空 

男子 200ｍ背泳ぎ   第１位  伹野智哉 

 

女子総合     第２位（９４点） 

女子４×100ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 第２位 

佐藤夏香（2-11 松陵中） 北原楓夏（3-10 二本松一中） 

  秋山栞名（1-7 二本松二中） 斎藤美月（2-10 二本松一中） 

女子４×100ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ 第２位 

秋山栞名  斎藤美月  佐藤夏香  北原楓夏  

女子４×200ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ 第２位 

秋山栞名  斎藤美月  佐藤夏香  北原楓夏  

女子 50ｍ自由形   第１位  秋山栞名 

女子 100ｍ自由形   第３位  斎藤美月 

女子 100ｍ平泳ぎ   第３位  北原楓夏 

女子 100ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ   第１位  秋山栞名 

同窓会総会・懇親会を終えて 

         和田 理志（成蹊高校教諭 平成２３年度卒業） 

 ６月２３日（日）に、福島成蹊学園の同窓会総会が開催されまし

た。私は、同窓会・懇親会への参加は今回で二度目となります。今年

の卒業生の中には、関わったことがある生徒もいて、現在の状況や活

躍の様子を耳にする事が出来、大変頼もしく思えました。 

私は、成蹊高校の同窓生教諭として参加しましたが、同窓会には、

歴代の多くの先輩方が参加しています。同窓会での旧友との再会、当

時の担任の先生との歓談の様子などを見ていると、とても微笑ましく

思えました。 

本年度は、昨年に比べて参加者が減ってしまいましたが、素晴らし

い内容の同窓会でした。成蹊出身の教諭として、この伝統を次世代へ

と伝えていけるような教育をしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ活動成績報告 Ｎｏ２ 

テ ニ ス                        

☆第７２回福島県総合体育大会テニス競技（7/6～7/8）     

男子Ⅰ部                         

シングルス  ベスト16  佐藤 莞吹（2-7 福島三中） 

 ダブルス   ベスト８  佐藤 莞吹    

仲澤 知哉（2-6 福島一中） 

 ダブルス   ベスト16  松田 駿太郎（2-7 県北中） 

              大橋 亮棋（2-9 信夫中） 

男子Ⅱ部 

 ダブルス   ベスト８  岡部 留輝（1-12 野田中） 

              髙橋 諒太（1-10 信夫中） 

女子Ⅱ部 

 シングルス  第３位   菊地 莉世（1-7 県北中） 

 ダブルス   第３位   菊地 莉世 

              菅野 怜亜（1-10 信夫中） 

 ダブルス   ベスト８  渡邉 璃音（1-12 信夫中） 

              荻野  倖（1-3 附属中） 

                  

☞大会成績の続きは裏面へ 

  

当面の日程 

７月 １７日（水）～１８日（木） 球技大会 

   １９日（金） １学期終業式、保護者会 

８月  ２日（金） オープンスクール 

  ８日（木）～９日（金）   前期教育研修集会 

   １４日（水）～１６日（金） 夏季休業 

    １８日（日）～２３日（金） 夏季学習合宿(特進) 

   ２６日（月） ２学期始業式 

 

 

入試を控えての夏休み 
          ３年４組 白井 優衣（福島四中） 

 ついに、高校三年生の夏がやってきました。受験生にと

って夏休み中の勉強が合否を左右するといっても過言では

ありません。受験を目の前に控える今、私は三つの目標を

立てました。 

 一つ目は、苦手な科目から目を背けないことです。私は

いつも自分の得意分野だけ勉強をし、満足をして苦手教化

は後回しにしてしまうことが多々ありました。夏休み中

は、苦手教科にもしっかりと向き合いたいと思います。 

 二つ目は、具体的な計画をしっかりと立てることです。

計画を立てずにダラダラと勉強してしまうことがあり、あ

まり頭に入っていないことがあるので、やるべきことを明

確にし、無理のない計画にし、しっかりと実行できるよう

にしたいです。 

 三つめは、受験生の自覚を持ち、日常生活を改めたいと

思います。私はまだ受験生の自覚がたりなく、自堕落に過

ごしてしまうことが多いので、夏に改めたいと思います。 

 これら三つの目標をしっかりと実行し、この夏、本気に

なって取り組んでいきたいと思います。 

 

 

 



 
クラブ活動成績報告 Ｎｏ３ 

バレーボール 

☆第７２回福島県総合体育大会 バレーボール競技（7/4～7/7） 

ベスト１６ 

１回戦  福島成蹊  ２－０  光南 

２回戦  福島成蹊  ０－２  相馬東 

 

ソフトボール 

☆第７２回福島県総合体育大会 ソフトボール競技（7/6～7/7） 

 １回戦  福島成蹊  ５－６  平商業（８回 タイブレーカー） 

 

バスケットボール 

☆第７２回福島県総合体育大会 バスケットボール競技（7/5～7/8） 

 男子 １回戦  福島成蹊  ５０－７７  相馬東 

 女子 １回戦  福島成蹊  ４５－７３  帝京安積 

 

卓 球 

☆福島県総合体育大会卓球競技県北地区予選会（6/22～6/23） 

少年男子 団体の部   第３位 

少年女子 団体の部   第３位 

 

吹 奏 楽 

☆第５７回福島県吹奏楽コンクール第３７回県北支部大会（7/6～7/7） 

高校Ⅰ部 金賞 

 

陸 上 競 技 

☆第７２回県総体陸上競技県北大会（6/21～6/23） 

男子４×100ｍリレー  第１位 

  佐藤大夢（3-5 西信中）   佐藤龍介（2-10 小浜中） 

  野村奎太（3-6 福島一中）  鈴木崇仁（2-4 岳陽中） 

男子４×400ｍリレー  第１位 

  幕田康貴（2-5 附属中）  大波龍登（2-8 渡利中） 

  佐藤龍介          大竹琉芽（3-7 松陵中） 

男子 100ｍ    第１位  佐藤龍介 

男子 200ｍ    第２位  佐藤龍介 

男子 400ｍ    第２位  大波龍登 

男子 1500ｍ    第３位  成田 匠（3-5 桃陵中） 

男子 500ｍ    第２位  佐藤眞尋（2-6 福島一中） 

男子 5000ｍＷ   第１位  齋藤丈斗（3-8 桃陵中） 

男子 10000ｍ   第１位  佐藤悠貴也（3-6 県北中） 

男子砲丸投     第２位  佐藤駿太（2-8 福島二中） 

少年男子共通 円盤投  第３位  渡辺真洋（1-11 平野中） 

 

女子 100ｍ    第２位  千葉愛里（3-7 信陵中） 

女子 100ｍＨ   第２位  紺野莉音（3-10 信陵中） 

少年女子Ｂ100ｍ  第１位  松田愛美（1-9 渡利中） 

少年女子Ｂ100ｍＹＨ  第３位  半沢菜々美（1-12 松陵中） 

女子 200ｍ    第２位  千葉愛里 

女子 400ｍ    第１位  渡邉陽菜（3-6 松陵中） 

          第２位  遠藤梨帆（2-11 西信中） 

         第３位  板倉はづき（3-7 福島四中） 

女子 400ｍＨ   第１位  栗原愛加（2-11 福島三中） 

         第２位  板倉はづき 

女子 800ｍ    第２位  菅野美咲（2-7 福島四中） 

         第３位  木曽綾音（3-5 信夫中） 

女子 1500ｍ    第１位  菅野美咲 

         第２位  木曽綾音 

女子円盤投    第２位  門脇 翠（3-10 福島一中） 

女子やり投    第１位  鈴木那奈（2-7 信陵中） 

 

 


