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桃李祭を終えて 
9月７日（土）校内公開 ９月８日（日）一般公開 

「瞬間を輝け～主役が創るただ一つの物語～」 

 
 

桃李祭実行委員長 菊地 佑樹（３年７組  福島一中） 

 

 今回の桃李祭を通して、努力し続けることの大切さ、仲間との絆を再

確認するとともに、成蹊生の『ノリ』の良さと全力で桃李祭に臨む姿勢

に感動しました。 

実行委員会が発足した当初は、具体的なビジョンも想像できず『桃李

祭を成功させる！』という大きすぎる目標に気後れしてみな消極的な活

動しかしておりませんでした。しかし、テーマが決まったことによって

その状況が変わり始めていきます。テーマをもとに何をやりたいのか決

まっていき、どうすれば自分たちだけでなく皆が楽しめるのかを考えて

いけるようになりました。 

実行委員一人ひとりが主体的に桃李祭に向き合っていきましたが、そ

れでも上手くいかないことも多くありました。そんな時に力を貸してく

れたのが実行委員の仲間たちであり、僕らの背中を強く押してくれたの

が先生方の励ましの言葉でした。 

そして桃李祭本番！成蹊高校全体が輝かしい笑顔に包まれるなかで、

『努力って本当に報われるんだな！』『本当に今まで実行委員長として

努力してきて良かった！』と心の底から思いました。こんな一生の思い

出に残る桃李祭を造り上げてきた実行委員をはじめ、生徒会・先生方・

なにより全校生徒の皆さんに感謝の気持ちを伝えます！ 

本当にありがとうございました！ 

定期演奏会を終えて 
【ギタークラブ】 

 石川 柚奈（３年８組 県北中） 

 

 今回の定期演奏会は今までにないプログラム構成で、より多くの方々に

お楽しみいただけたと思います。私たちはこの日に向けて春から選曲し、

どうしたらお客様に感動を届けられるかを一番に考えてきました。とき

に、意見がぶつかり合うことや、合奏がうまくいかずに心が折れそうにな

ったこともありました。しかし、そのたびに全員で壁を乗り越え、団結す

ることの大切さを学びました。 

 定期演奏会本番では沢山の方が来場し、緊張が高まるなかで１曲１曲に

心を込めて演奏しました。３年生は最後の定期演奏会であったことから、

メンバーのそれぞれが色々な想いを持ってステージにあがりました。演奏

が終わった後に多くの拍手やお褒めの言葉をいただき、全員で演奏できる

喜びを改めて感じました。 

 これからの感謝の気持ちを忘れずに、部員一丸となって練習に励んでい

きたいと思います。また、１０月５日には全日本ギターコンクールも行わ

れます。ぜひ応援をお願いします！ 

 

 

定期演奏会を終えて 
【吹奏楽クラブ】 

永井 紅李（２年５組 清水中） 

 

 ９月２１日に私たち吹奏楽クラブは第２０回目になる定期演奏会を行い

ました。第２０回という大切な節目の年に立ち会えたことは誇らしいもの

でありましたが、『成功させなければ』という強いプレッシャーもありま

した。特に、進路活動で大変な中でも自分たちのラストステージを最高の

ものにしようと努力する３年生の本気の姿には、圧倒させられてしまいま

した。しかし、顧問の摺出寺先生、吉田先生、前顧問の中島先生、忙しい

中で遠方から駆け付けてお手伝いや出演いただいた OB・OGの先輩方の支

えがあり、無事に定期演奏会を終えることができました。 

 多くのご支援のもとで開催することができた第２０回定期演奏会には、

本当に多くの方々に足を運んでいただきました。私たちの音を通して、成

蹊高校吹奏楽クラブの２０年間の『想い』を届けられたことを、本当に嬉

しく感じております。私たち吹奏楽クラブは、これからも応援してくださ

る方への感謝の気持ちを忘れずに活動していきたいと思います！ 

 

これからも 

よろしくお願いします！！ 

クラブ活動成績報告 
【水泳】 

第７４回国民体育大会 

 女子５０ｍ自由形 第８位 

  秋山 栞名（１年７組 二本松二中） 

令和元年度福島県高等学校新人体育大会 

 女子総合 第２位 

【陸上競技】 

令和元年度福島県高等学校新人体育大会 

 男子総合 第１位 

 女子総合 第１位 

【バドミントン】 

令和元年度福島県高等学校新人体育大会県北地区予選 

 男子学校対抗戦 第３位 

 女子学校対抗戦 第１位 

【ソフトボール】 

令和元年度福島県高等学校新人体育大会県北地区大会 

 女子の部 第２位 

【バスケットボール】 

第５６回福島県高等学校バスケットボール選手権大会 

県北地区予選会 

 女子 第３位 

【ビブリオバトル】 

第四回福島市ビブリオバトル 

 賞状 武田 祈（２年２組 福島一中） 

 

当面の日程 

９月２８日（土） 研修旅行保護者説明会（上浜） 

１０月 ９日（水）  

   から     二期中間考査 

１０月１１日（土） 

１０月１５日（火） 校内競技大会 

１０月１７日（木） 生徒会立会演説会 

１０月２２日（火） 即位正殿の儀 

１０月２４日（木） 芸術鑑賞教室 



クラブ活動成績報告 
【水泳】 

令和元年度福島県高等学校新人体育大会 

 女子４×１００ｍメドレーリレー 第２位 

  佐藤夏香（２年１１組 松陵中） 

  斎藤美月（２年１０組 二本松一中） 

  秋山栞名（１年７組 二本松二中） 

  田中美楓（１年４組 附属中） 

 女子４×１００ｍフリーリレー 第２位 

  秋山栞名（１年７組 二本松二中） 

  斎藤美月（２年１０組 二本松一中） 

  佐藤夏香（２年１１組 松陵中） 

  狩野瑠瑠（２年５組 向陽中） 

 女子４００ｍ個人リレー 第３位 

  狩野瑠瑠（２年５組 向陽中） 

 女子５０ｍ自由形 第１位（大会新！） 

  秋山栞名（１年７組 二本松二中） 

 女子１００ｍ自由形 第３位 

  斎藤美月（２年１０組 二本松一中） 

 女子２００ｍ自由形 第２位 

  斎藤美月（２年１０組 二本松一中） 

 女子１００ｍ背泳ぎ 第２位 

  佐藤夏香（２年１１組 松陵中） 

 女子２００ｍ背泳ぎ 第３位 

  佐藤夏香（２年１１組 松陵中） 

 女子１００ｍバタフライ 第１位（県新） 

  秋山栞名（１年７組 二本松二中） 

 女子２００ｍバタフライ 第３位 

  狩野瑠瑠（２年５組 向陽中） 

 

【バドミントン】 

令和元年度福島県高等学校新人体育大会 

県北地区予選 

 女子シングルス 第１位 

  半澤絵梨子（２年６組 松陵中） 

 女子ダブルス 第１位 

  半澤絵梨子（２年６組 松陵中） 

  大橋 楓夏（１年８組 東和中） 

        第３位 

  加藤 胡桃（１年９組 松陵中） 

  菅野 衣純（２年８組 松陵中） 

 
【陸上競技】 

令和元年度福島県高等学校新人体育大会 

 男子フィールド競技 第２位 

 男子トラック競技  第１位 

 男子４×１００ｍリレー 第３位 

  大波 龍登（２年８組 渡利中） 

  佐藤 龍介（２年１０組 小浜中） 

  幕田 康貴（２年５組 附属中） 

  二瓶 琉佳（１年５組 野田中） 

 男子４×４００ｍリレー 第１位 

  二瓶 琉佳（１年５組 野田中） 

  大波 龍登（２年８組 渡利中） 

  佐藤 龍介（２年１０組 小浜中） 

  幕田 康貴（２年５組 附属中） 

 男子１００ｍ 第２位 

  佐藤 龍介（２年１０組 小浜中） 

 男子２００ｍ 第２位 

  佐藤 龍介（２年１０組 小浜中） 

 男子４００ｍ 第１位 

  大波 龍登（２年８組 渡利中） 

        第２位 

  幕田 康貴（２年５組 附属中） 

 男子４００ｍハードル 第２位 

  長澤春喜（２年７組 信陵中） 

 男子８００ｍ 第１位 

  大波 龍登（２年８組 渡利中） 

 男子１５００ｍ 第３位 

  佐藤眞尋（２年６組 福島一中） 

 男子５０００ｍ 第１位 

  佐藤眞尋（２年６組 福島一中） 

 男子三段跳び 第２位 

  黒沢竜生（１年７組 北信中） 

 男子走り幅跳び 第３位 

  黒沢竜生（１年７組 北信中） 

 男子棒高跳び 第１位 

  佐藤翔太（２年６組 若松四中） 

        第２位 

  金澤颯汰（２年１１組 白河二中） 

 

 
【陸上競技】 

令和元年度福島県高等学校新人体育大会 

 女子フィールド競技 第１位 

 女子トラック競技  第１位 

 女子混成競技 第３位 

  中里 真菜（１年１２組 信夫中） 

 女子４×１００ｍリレー 第１位 

  松田 愛美（１年９組 渡利中） 

  齋藤 咲花（１年８組 福島三中） 

  阿部 心音（１年１０組 福島三中） 

  鹿股 梨乃（２年８組 北信中） 

 女子４×４００ｍリレー 第１位 

  遠藤 梨帆（２年１１組 西信中） 

  菅野 美咲（２年７組 福島四中） 

  鹿股 梨乃（２年８組 北信中） 

  小板橋茉由（１年１０組 長野原中） 

 女子１００ｍ 第３位 

  松田 愛美（１年９組 渡利中） 

 女子１００ｍハードル 第２位 

  半沢菜々美（１年１２組 松陵中） 

            第３位 

  栗原 愛加（２年１１組 福島三中） 

 女子２００ｍ 第２位 

  鹿股 梨乃（２年８組 北信中） 

 女子４００ｍ 第１位 

  鹿股 梨乃（２年８組 北信中） 

        第２位 

  遠藤 梨帆（２年１１組 西信中） 

 女子４００ｍハードル 第１位 

  栗原 愛加（２年１１組 福島三中） 

 女子８００ｍ 第１位 

  菅野 美咲（２年７組 福島四中） 

        第２位 

  遠藤 梨帆（２年１１組 西信中） 

 女子１５００ｍ 第２位 

  菅野 美咲（２年７組 福島四中） 

 女子２０００ｍ障害 第１位 

  吉田 楓 （１年１２組 醸芳中） 

           第３位 

  谷津美紗妃（１年６組 伊達中） 

 

 
【陸上競技】 

 女子５０００ｍ競歩 第１位 

  上澤 鈴 （２年３組 吾妻中） 

 女子やり投げ 第１位 

  中野 胡桃（２年８組 白沢中） 

        第２位 

  鈴木 那奈（２年７組 信陵中） 

 女子砲丸投げ 第１位 

  大内 世捺（２年９組 附属中） 

        第３位 

  野田 優奈（１年１０組 信陵中） 

 女子円盤投げ 第２位 

  大内 世捺（２年９組 附属中） 

 女子棒高跳び 第１位 

  小板橋茉由（１年１０組 長野原中） 

        第２位 

  鎌田梨夏渚（２年６組 北信中） 

        第３位 

  齋藤 珠理（２年３組 二本松一中） 

 女子走り幅跳び 第１位 

  松田 愛美（１年９組 渡利中） 

         第２位 

  齋藤 珠理（２年３組 二本松一中） 

 

第６５回福島県高等学校体育大会 

 男子駅伝競歩 第２位 

 第１区 第１位 

  佐藤悠貴也（３年６組 県北中） 

 第３区 第１位 

  佐藤 眞尋（２年６組 福島一中） 

 第６区 第１位 

  成田 匠 （３年５組 桃陵中） 

 女子駅伝競歩 第１位 

 第２区 第１位  

  菅野 美咲（２年７組 福島四中） 

 第３区 第１位 

  遠藤 梨帆（２年１１組 西信中） 

 第４区 第１位 

  谷津美紗妃（１年６組 伊達中） 

 第５区 第１位 

  上澤 鈴 （２年３組 吾妻中） 

 


