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会　計

事業
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広報・名簿

会計監査委員

　　　

野方  達哉（14期生）  〈1期目-2〉

勝見  美代（６期生）  〈1期目-2〉

野林  政隆（15期生）〈4期目-2〉

西嶋  章乃（22期生）〈2期目-1〉

野﨑  大嗣（29期生）〈4期目-1〉 

杉山  規江（４期生）〈1期目-2〉 

東  　七重（８期生）〈1期目-2〉 

※西陵会会則 <第３章 役員> 第１０条１.　役員の任期は２カ年とする。役員の兼任及び
　再任を妨げない。 ただし、会長及び会計は、他の役員を兼任することはできない。  

被害対策委員長　　猪迫 広樹　（３期生）

○令和元年度監査報告 令和2年度役員紹介

　　　　　

下川　智紀（８期生） 〈3期目-1〉

林田　　竜（４期生）  〈3期目-1〉

飯野　博之（１期生）  〈4期目-2〉

岡崎　泰彦（１期生）  〈5期目-2〉

岡松　聡子（１期生）〈1期目-2〉

原田　真司（８期生）〈3期目-1〉

小斉　　勉（４期生）〈3期目-1〉

梅野　知子（４期生） 〈4期目-2〉

大仁田智子（４期生） 〈4期目-2〉

江口　　健（９期生）〈2期目-2〉

現役員

西陵会では、現役西陵生の為の寄付金のご協力をお願いして
います。ご賛同いただけます方は下記口座へご入金お願いい
たします。

寄 付 金 の お 願 い

振込先 ： 福岡銀行 福岡市庁内支店 普通預金 1047788
口座名 ： 西陵会会長 下川智紀
　　　　　セイリヨウカイ カイチョウ シモカワトモノリ

博多の森どうぶつ病院

福岡市博多区青木１－１６－１９－５

院長　足立憲司

http://www.citydo.com/sp/092-626-1203

福岡空港・東平尾公園の近くです。

ＴＥＬ０９２‒６２６‒１２０３

慶弔スタンド

フラワーショップ

店長

〒814-0134　福岡市城南区飯倉1-3-19
TEL 092-821-8151　FAX 092-851-7806
e-mail:hanahana-sanui@nifty.com
URL:http://www.hanahana-sanui.com

（2期生）
旧姓：讚井

木 本 恵 子
ナーセリーさぬい

13期生石橋仁さんから、今回の同窓会(令和元年11月9日
13期生同窓会)の残額を参加者の同意により西陵会へ振
り込みさせて頂きました。と連絡がありました。
誠にありがとうございました。西陵会の為、母校支援の為
に大切に使わせていただきます！

ありが
とうございます

寄付金振り込みのお礼
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ご挨拶
飛翔 令和 2 年

　今年に入り，新型コロナウイルス感染症の猛威は
世界中に大きな被害や悲しみをもたらしました。ま
ず，その被害を遭われ，現在も困難に直面している
方々へ心よりお見舞いを申し上げるとともに，亡くな
られた方々へ深く哀悼の意を表します。

　さて，会員の皆様におかれましては，日頃より同窓
会活動にご理解とご支援，ご協力を賜り，心より感謝
申し上げます｡令和２年度も他の役員とともに会員の
皆様のご期待に沿うべく，様々な事業において卒業
生相互の強固なネットワークづくりを推し進め，同窓
会の組織力を高めて参ります。また，新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止に努めつつ，同窓会活動の歩み
を止めることなく，在校生会員への学習環境支援や

部活動支援などを含めた事業に役員一同が一丸と
なって取り組んで参る所存でございます。

　最後に，進路実績及び部活動実績において近年，
目覚ましい成果を残しております母校の発展を同窓
生として大変嬉しく思うところでございます。これか
らも福岡西陵高等学校の名が福岡県下のみならず，
全国にも益々響きわたることを切に願っておりま
す。

　今年度も会員の皆様のより一層のお力添えを賜り
ますようお願い申し上げます。

下川 智紀

　会員の皆様、初めまして。青春坂の満開に迎えられ
着任いたしました第１７代校長和田美千代と申しま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
　西陵会には日頃より本校教育の充実発展のため
に、奨学金支援・部活動奨励・国際交流助成・ＩＣＴ
環境整備等の母校支援をしていただき、心より感謝
しております。
　皆様も報道等でご覧になったかもしれません。福
岡西陵高校では、コロナ休校の中、全国に先駆けて
「オンライン学習」を立ち上げまた。目的は、生徒た
ちの生活リズム作りと学力保障・進路保障です。いち
早く実現できた理由は二つ。一つ目は福岡市と西陵
会によるＩＣＴ環境の整備です。二つ目は西陵の先生
方の進取の精神です。誰も経験したことのない状況

の中で、オンライン学習という新しい学び方を考案、
創出してくれました。その神業ともいえる一連の動き
は、本校の校訓「誠実　協力　創造」そのもの。
　今年度は体育祭や海外研修旅行等、高校生活の思
い出となる学校行事等が中止になりました。しかし、
むしろコロナの年だったからこそこんな最高の思い
出ができたという何かを創りたいと思っています。今
年度の福岡西陵高校のテーマは「コロナの年だから
こそ起こせた奇跡」。
　西陵会の皆様、本年度も物心両面からの温かい母
校支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。西陵会
の更なるご発展、並びに卒業生の皆さまのますます
のご活躍とご健勝をお祈りいたします。

和田 美千代
校長

梅野硝子工業有限
会社

梅野 信（１期生）

代表取締役

〒814-0164　福岡市早良区賀茂 1丁目5-15
TEL092-871-1882 FAX092-871-1974
URL:http://www.bouhanglass110.com

西陵会会長

　皆様こんにちは。私は第44期生徒会会長を務めており
ます、今村です。
　私達44期生徒会は昨年に継ぎ『身近な生徒会』を目標
に生徒会活動を行っています。
　今年は３月から新型コロナウイルスによって休校となり、
昨年度残されていた予餞会、生徒総会、クラスマッチを行う
ことができませんでした。その後は緊急事態宣言が発令さ
れ、部活動においてはインターハイなどの大会が中止とな
り、追い打ちをかけるように今年度の体育祭中止が決定し
ました。新１年生は4月から始まるはずだった高校生活を、

2,３年生は新しいクラスでの日常を楽しみにしていたこと
と思います。オンライン授業という形で学校は始まってい
ますが、早く学校で皆さんと会えることを楽しみにしていま
す。
　私達は今、当たり前に過ごしていた日常が当たり前では
なかったことを身に染みて感じています。日々の活動を見
守り、多くの方に支えられ学校行事に取り組めていたこと
を改めて感じると同時に感謝いたします。
　辛い時期を乗り越え、これから成長する西陵生を期待し
てください。今村 馳佑

生徒会長

創業100年の歴史と伝統のおいしいお米の専門店

山 口 米 穀 店
代表

〒810-0042 福岡市中央区赤坂3丁目13-39

山口　政哉

TEL 092-741-3987

第38回 西陵会懇親会が、令和元年8月11日(日:祝日) 17時30分より、ホテルモントレ  ラ・スール福岡にて開催されました。
懇親会では、11期生の大野恵子さんによるjazz pianoの演奏や、恒例となってきましたワクワクドキドキの大抽選会で大いに盛り上がりまし
た。今年は多くの卒業生方が協賛してくださり、なんと今年度はハズレくじ無し。協賛いただいた卒業生の皆さん、ありがとうございました。
会場のあちこちに友人や先生方との再会を喜ぶ卒業生の笑顔があり、少しづつですが卒業生の輪が広がっていく感じがしました。そして大
野さんの伴奏による贅沢な校歌斉唱で閉会となりました。
来年の第39回西陵会懇親会は、12期・22期・32期が幹事期となっています。幹事期の皆さん御協力の程よろしくお願いいたします。

第38回 西陵会定期総会が令和元年８月11日
(日)、16時よりホテルモントレ　ラ・スール福岡
にて開催されました。暑さ厳しい中、ご参加いた
だきました皆様、心より御礼申し上げます。総会
にて、活動報告・決算報告・活動計画などの議
案の承認をいただきました。

★★★ 令和元年度  第38回西陵会懇親会のご報告 ★★★

★★★ 令和元年度  第38回西陵会定期総会のご報告★★★

令和元年度 第3回西陵会ゴルフ大会のご報告
令和元年11月10日日曜日、佐賀ロイ
ヤルゴルフクラブにて第３回西陵会
ゴルフ大会が行われました。参加者
は8名と昨年に引き続き少数ではあ
りましたが、最高のコンディションの
中、笑いの絶えないラウンドとなりま
した。そして、第３回の優勝は9期生
江口健さん、準優勝は22期生吉田聖子さんでした。次回開催の際
には、皆さん是非ご参加下さい。
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石 橋 卓 二

バッシュオート

〒819-0001 福岡市西区小戸1丁目2-24
TEL:092-884-2777 FAX:092-985-5759

Ishibashi Takuji

12期生

Bash Auto

雨樋掛け替えなど、
　住まいのリフォームも
　　　　　　ご相談下さい。

雨樋掛け替えなど、
　住まいのリフォームも
　　　　　　ご相談下さい。
福岡県知事許可（般-17）第25661号

代表取締役

〒819-0038　福岡市西区大字羽根戸374-1

TEL.092-811-3661  FAX.092-811-3662

2級建築施工管理技士

（5期生）
野 田 公 之

建築板金工事一式
金属屋根工事一式
金属外壁工事一式
各種雨樋工事一式

営業品目

第22期生

天野　玲

活躍する卒業生
僕はもう一度人生をやり直せるなら、もう一度今の人生を選び
ます。
素晴らしい人生をこれから築いていってください！
人と比べず、メディアや友人や親の意見に惑わされず、自分の
直感を大切にしてください。
自分が直感的にやりたい、上手くいきそうな気がする、と思うこ
とに全力でチャレンジしてください！
それがなければ、楽しいと思うことをとことんやってください！その
先にやりたいことが見つかります。
自分は高校3年の夏から1年間アメリカの高校に留学しました。
その後アメリカの大学を卒業し、アメリカで働き、2011年に帰国
しました。
今はオンライン英会話スクールを経営しています。
アメリカでは大学生はもう社会人です。
たくさんの学生が自分で働いて学費も生活費も払い、在学
中に起業する人もいます。
日本もそのようになりつつある時代を生きるみなさんの未来に
は、素晴らしい可能性が広がっています！

そしてその可能性は大学に進学しようがしまいが、高校卒業の
時点で、さらには中学卒業の時点から始まっています。
なぜなら今は「個人」が輝ける時代だからです。
昔は学歴やお金や人脈がないとできなかったことも、今は一
個人が「行動」でそれを手にすることができます。
そしてそんな時代だからこそ、よりたくさんの人が幸せになれる時
代です。
あなたが幸せでいれば周りを幸せにすることができます。
仕事は人生ではありません。人生の中のひとつに仕事があり
ます。
今は個人が輝ける時代だからこそ、仕事を選べるだけでなく、
生き方を選べる時代です。
もう一度人生をやり直せても、同じ人生をもう一度選ぶと思え
るような幸せな人生を築いていってください！
それは5年後にやってくるかもしれない感情でも、10年後でもな
く、今です。
育ててくれた親に感謝し、これからはみなさん自身で作り上げて
いくことができる自分の人生を、最高のものにしてください！

みなさんこんにちは、22期生（緑の上靴）の坂本健成です。
私は現在、中村学園大学で講師をしています。
もともと公務員志望だった私は、大学卒業後は公務員浪人
をするつもりでした。
しかし縁あって（当時の指導教官からの誘いもあって）、大学
で授業アシスタント（助手）として、何となく学問の世界に足を
突っ込むことになりました。
ところが、入ってみると意外に面白く、もともと正義感だけは強
かった(笑)？性格も追い風となって、大学教育の実態に疑問
を抱くようになり「大学教育を変えてやる！」と勢いづいてしまっ
て、今に至ります。
といっても私は、ほとんどの人と同じように、何となく大学に進学
し、何となく学生生活を送っていましたから、知識も技能も経験
も……大学教員というにはあまりにも恥ずかしいレベルだった
と思います。
ですので、24歳頃に大学院修士課程（九州工業大学）、
30歳頃にもう一度修士課程（熊本大学）、36歳に大学院
博士課程（大分大学）に進学し、現在は仕事（教育・研
究）をしながら学位取得に奮闘している毎日です。
このように私の半生を振り返れば、高校生の時から明確な将
来目標を持っていたとは到底言えません。
というより、高校生に将来何がしたいか明確に定めろという方
が無理でしょう……進路指導の先生方すみません。
私はむしろ、将来、自分が何をしたいのか、どうなりたいのか、そ
れを見つけるために高校を卒業して、次の自分探しの旅に出

発するのだと思います。
そして、私の人生経験から１つだけ言えるとすれば、自分の可
能性を最大限に高めたいなら、とにかく一流が学べるいい環
境（ほとんどの人は大学）に旅に出ろということです。
いい会社やいい大学、いい所には、いいと言われる所以があ
ります。
いい環境で生きることが、いい自分を育て、いい人生へと導い
てくれるのだと思っています。
そして、いい人で溢れる世の中になれば、幸福に満ちたいい世
界になるのではないでしょうか。
最後にもう一つ、人（人脈）を大切にして下さい。
学校に限らず、家族や恋人・友人、仕事……、自分に関わ
る全ての人を大切に感謝を忘れないで下さい。
私事ですが、西陵22期生の同級生とは今でも頻繁に交流
するほどの仲です。
話の内容こそオッサン・オバサンですが(笑)、仲間って本当
にいいなぁと心底感じます。
人を大切にする人は、人からも大切にされ、きっと将来あなた
にとって大きな糧となるでしょう。
自分を大切に、友達を大切に、悔いが残らぬよう今を精一杯
楽しんで生きて下さい！
在校生の皆様、中村学園大学にご入学の際は、是非気軽
にお声かけを！
ありがとうございました。

第22期生

坂本健成

西陵会同窓会「サポートシステム」を利用して
同窓会やOB・OG会を開きませんか？

「サポートシステム」とは同窓会をやりたいけど人数が多くて大変、連絡先がわからない…などお困りの幹事さんに代
わって同窓会案内の往復ハガキの印刷と発送を西陵会が行うシステムです。
詳しくは西陵会HPの「問い合わせ」からお気軽にご連絡ください。

☆「サポートシステム」を利用して同窓会とOG会が開催されました。
幹事さんよりメッセージをいただきました。

飛翔 令和 2 年 飛翔 令和 2 年

★13期生 同窓会
　令和元年11/9(土)13期生の同窓会を出席者63名
にてレストラン イルコルティーレで行いました。
13期生は今まで学年が集まる同窓会を開催したこと
がなかったので、手探りでの開始となりましたが、西
陵会の同窓会サポートシステムにより、かなりの数の
同級生に連絡をとることが出来ました。
同窓会が初めてと言うこともあり、卒業後29年振りに
会う人がほとんどだという方もいて、大変盛り上がり
ました。
　また、二次会も半分以上の方が参加され、また二
次会から駆けつけてくれた同級生もいて、予約してい
た会場を急遽拡大してもらうなど嬉しいハプニングも
ありました。
　次回の同窓会は未定ではありますが、今回以上の
人数が集まって盛大に開催出来ればいいなと思って
います。
　最後になりましたが、不慣れな幹事をサポートして
下さいました西陵会の方々に深く感謝申し上げま
す。
ありがとうございました。
(13期生同窓会幹事　石橋 仁さんよりコメントと写
真をいただきました。)

★7期生 同窓会
　西陵会の同窓会サポートシステムを利用させていただきまし
た！300人を超える案内をして頂き、おかげさまでとても良い同
窓会となりました。ありがとうございました。
　2020年1月4日土曜日、ホテルマリノアリゾート福岡にて7期
生卒業35周年記念同窓会を開催しました。参加人数は101人、
当時の担任の先生方にも参加いただきました。懐かしい先生や
仲間たちとの再会に受付の時から歓声があちこちから聞こえて
ました。同会場で1次会2時間半、2次会2時間、と行ったのです
が、あっという間に時間が過ぎ大変な盛会のうちに終えることと
なりました。
(7期生　加賀 努さんよりコメントと写真をいただきました。)
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西陵会の活動報告と支援（令和元年度）

６期生　宮浦　寛

営業時間／ランチ11：30 ～14：00 ディナー18：00 ～22：00

定休日／日曜日　住　所／福岡市中央区大名2丁目2-41

ＴＥＬ／０９２－７１２－４５０７

6期生

永島 由可子
（旧姓 木村）

石山真也

アニィホーム株式会社

0120-24-1480

〒814-0161　福岡県福岡市早良区飯倉3-38-3
tel.092-841-5833 fax.092-841-5388

代表取締役

いし や ま

（１）在校生支援     
　　① 部活動奨励賞（奨励金：団体＝５万円、個人＝１万円）等部活動支援 
　　　◇ソフトボール部全国大会（個人）　美術部全国大会（個人） 
　　　　水泳九州大会（個人2名）　放送部全国大会（団体）  
　　　　ダンス部全国大会（団体、出場補助12万5千円）  
　　　◇管弦楽部定期演奏会広告5万円    
　　　◇剣道交流会　3万円　     
　　　◇剣道部合同（中学生、卒業生）初稽古補助　3万円  
　　② 西陵杯後援      
　　　◇西陵杯中学女子ソフトテニス大会（2回） 6万円  
　　③ 勉強合宿支援等     
　　　◇3年夏季特別学習会講師費用　22万5千円   
　　　◇２年生勉強合宿費用補助 ： 10万円    
　　④ 皆勤賞      
　　　◇99,000円      
　　⑤ 学業奨励賞（奨励金：２万円）    
　　　◇１年生２年生成績優秀者 ： 34万円    
　　⑥ 西陵会特別賞（奨学金：3万円　特別増額有）   
　　　◇国公立大学合格者（現役3年生）  93万円   
　　　他受験報告会謝礼　8千円     
  
（２）母校支援
　　　◇図書カード　6万9千円 
　　　◇海外語学研修補助　1万円 
　　　◇生徒会宛てパソコン贈呈　13万9789円 

　　　◇グランド整備　7万5千円 
　　　◇体育祭熱中症対策費20万円 
　　　◇クリアファイル　25万円 

（３）広報 
　　　◇ＨＰ・ＦＢ更新（西陵会の活動報告など）  
　　　◇同窓会誌「飛翔」の発行  
　　　◇同窓会サポートシステム（同窓会支援システム）の活用  
　　　　　＊女子バレー部　＊女子ソフトボ-ル部  
　　　　　＊7期生　＊11期生9組　＊13期生　＊40期生  

（5）役員会（令和元年度開催分）

 ４月13日（土）
 ５月18日（土）
 ６月 8日（土）
 ７月20日（土）
 ８月11日（土）
 ９月14日（土）

10月12日（土）
11月 2日（土）
12月21日（土）
　1月18日（土）
　2月 8日（土）
3月中止  

第44期生入学式 
常緑会 
サポーター会議 
西陵祭 
探求の時間 
生徒会・PTA・西陵会意見交換会（パソコン贈呈） 
第38回西陵会定期総会（令和元年度）懇親会 
体育祭 
探求の時間 
東京支部懇親会 
西陵杯ゴルフ大会 
部活動顧問の先生と意見交換会 
生徒会・PTA・西陵会意見交換会 
探求の時間 
サポーター会議 

4
5

6

7
8
9

10
11

12
1
　

9
25
31
8
20
17
11
7
26
19
10
14
11
16
30

会長　副会長⑵
会長　副会長⑵　役員⑵
会長
会長　副会長⑵　役員⑼
会長
会長　副会長⑵
会員　他関係者
会長　副会長⑴
会長
役員⑴　会員
役員　会員
会長　副会長⑵　役員⑴
会長　副会長⑵
会長　副会長　　役員⑴
会長

福岡西陵高校体育館 
喜水亭大名店 
福岡西陵高校 
福岡西陵高校 
福岡西陵高校 
福岡西陵高校 
モントレ　ラ・スール福岡 
福岡西陵高校グラウンド 
福岡西陵高校 
日比谷サロー 
佐賀ロイヤルゴルフ倶楽部 
福岡西陵高校 
福岡西陵高校 
福岡西陵高校 
福岡西陵高校 

月 日 内　容 出　席　者 開　催　場　所

飛翔 令和 2 年 飛翔 令和 2 年

★バレー部OB会

令和2年1/11(土)40期生の成人式同窓
会を行いました。
当日は167名の出席で、先生方も6名出
席していただきました。みんな楽しそう
に友達と話したり、先生方と話したりし
ていました。
西陵会からいただいた商品券は、抽選
会の景品として使わさせていただきまし
た。ありがとうございました。
（40期生同窓会幹事　鬼海萌百花さ
んよりコメントと写真をいただきまし
た。)

★40期生 成人式同窓会

令和元年 10 月 5 日（土）、松永先生・北原先生を囲んでバレーボール
部OG/OB会を開催しました。
2期生～11期生まで22名が集まり、総勢24名が参加。
先生方との楽しいひと時、終始笑い声に包まれた時間でした。あっという
間の2時間半、また来年を楽しみにと、会を終了しました。
(幹事の11期生の方よりコメントと写真をいただきました。)

☆令和元年度「西陵会 東京支部 総会」開催のご報告

東 京 支 部 活 動 報 告・

2019年10月19日（土）に、東京支部総会を開催しました。
二度の台風の影響が残る中でしたが、関東在住の会員から27名の参加を
いただきました。
会場は日比谷公園にあるレストラン「日比谷サロー」、皇居の隣の緑豊か
な都会のオアシスです。
今年も2期を中心に１～20期のメンバーで、楽しく過ごすことができまし
た。
本部から来ていただいた西嶋章乃さん（22期）から、運動部が活躍してい
る報告があると、OBから歓声が上がり、テレビで紹介された部活動の映
像を見入っていました。
２次会には１８名の参加があり、さらに交流を深められたと思います。
次回は2020年10月17日（土）、お会いできるのを楽しみにしています。



進 路 状 況
令和元年度国公立大

九州大学
大阪大学
筑波大学
広島大学
岡山大学
山口大学
九州工業大学
福岡教育大学
佐賀大学

3
1
1
1
1
3
1
2
3

長崎大学
大分大学
琉球大学
静岡文化
芸術大学

広島市立大学
北九州
市立大学
福岡県立大学

1
1
1

1

1

10

2

西南学院大学
福岡大学
中村学園大学
福岡工業大学
九州産業大学
福岡女学院大学
筑紫女学園大学
久留米大学
久留米工業大学
日本経済大学
九州共立大学

80
274
47
35
101
27
31
9
1
1
1

九州栄養福祉大学
立命館アジア太平洋大学
長崎総合科学大学
エリザベト音楽大学
福山大学
至誠館大学
梅光学院大学
帝京大学
城西大学
京都女子大学
沖縄大学

1
2
1
1
1
1
1
2
5
1
1

早稲田大学
青山学院大学
中央大学
法政大学
桜美林大学
創価大学
立命館大学
同志社大学
近畿大学
大阪体育大学
大阪総合保育大学

1
1
6
5
1
11
8
2
7
3
1

佛教大学
京都ノートルダム女子大学
日本赤十字九州国際看護大学
福岡女学院看護大学
福岡看護大学
国際医療福祉大学
純真学園大学
福岡国際医療
福祉大学
帝京大学
福岡医療技術学部

第一薬科大学
聖マリア学院大学
明治薬科大学
他　私立大学

2
1
1
2
9
7
5

1

7

2
1
1
2

私立大学

○私立短大合格者

○その他専門学校
　合格者

○就職・公務員
　合格者

○留学

○看護・医療系
　専門学校合格者

○文科省管轄外
　大学校等合格者

20

43

2

3

13

6

その他

大　会　名 種目・氏名 成　績部活動名

体
　
育
　
部

部 活 動 実 績
令和元年度 福岡市立福岡西陵高等学校主な部活動実績 〈体育部〉

高校新3年生　男子シングルス

岡田佳大（3年）

吉川大貴（3年）

高校新3年生　男子ダブルス

岡田佳大（3年）・岩野勇大（2年）

高校3年生　男子シングルス

岡田佳大（3年）

男子シングルス（個人戦）

岡田佳大（3年）

張間宏樹（3年）

岩野勇大（2年）

男子ダブルス（個人戦）

岡田佳大（3年）・岩野勇大（2年）

吉川大貴（3年）・張間宏樹（3年）

団体戦

高校2年生　男子シングルス

岩野勇大（2年）

男子シングルス（個人戦）

岩野勇大（2年）

男子ダブルス（個人戦）

岩野勇大（2年）・寺田光太朗（2年）

団体戦

岩野勇大(2年)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体県3位（内田・花咲、野本・中山、吉田・豊福、堀江・平田）

個人戦

内田莉子（3年）・花咲葵（3年）

野本美紗（3年）・中山凜（3年）

吉田春陽（2年）・豊福梨奈（3年）

堀江幸奈（3年）・平田ひより（2年）

馬場にじあ（2年）・水口なな（2年）

団体戦

団体戦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体県ベスト８（吉田・水口、藤岡・平田、馬場・野田、原田・田中）

個人戦

吉田春陽（2年）・水口なな（2年）

団体戦

今村恒大（２年)・松本陽成(２年）

男子やり投げ・永翁 優佑

女子400ｍH・髙下 香澄

全国高等学校総合体育大会福岡県大会中部支部予選会

天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会福岡県中部地区ラウンド

全日本バレーボール高等学校選手権大会(春高バレー)

福岡県高等学校バレーボール新人大会中部ブロック予選会

全国高等学校総合体育大会福岡県大会中部支部予選会

天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会福岡県中部地区ラウンド

全日本バレーボール高等学校選手権大会福岡県中部ブロック予選会

令和元年度福岡県高等学校バレーボール新人大会中部ブロック予選会

令和元年度福岡県高等学校バレーボール新人大会

福岡県高等学校バスケットボール新人大会中部ブロック予選

福岡県高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会中部ブロック予選会

福岡県高等学校バスケットボール選手権大会中部ブロック予選会

福岡県高等学校総合体育大会バスケットボール大会中部ブロック予選

福岡県高等学校バスケットボール選手権大会中部ブロック予選
(ウィンターカップ）

福岡県高等学校バスケットボール新人大会中部ブロック予選

第66回春季九州・山口高校生学年別大会

第19回高校3年生シングルス大会

福岡県高等学校総合体育大会テニス選手権大会中部予選会
（インターハイ予選・九州大会予選）

第19回高校2年生シングルス大会

福岡県高等学校テニス新人大会中部ブロック予選会

第68回冬季九州・山口高校生学年別大会

福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権
（インターハイ予選）

福岡県中部地区1・2年生ソフトテニス大会

福岡県中部地区新人ソフトテニス大会

福岡県高等学校新人体育大会ソフトテニス選手権
（九州大会予選）

韓国高校生ソフトテニス交流大会（4月訪問）

台湾高校生ソフトテニス交流大会（8月訪問）

福岡アジアカップ高校生ソフトテニス大会（台湾・モンゴル受入）

福岡県高等学校総合体育大会バドミントン選手権
(インターハイ予選)

福岡県高等学校総合体育大会バドミントン選手権大会中部ブロック予選

福岡県高等学校総合体育大会陸上競技対校選手権大会
中部ブロック予選会

男子バレーボール

女子バレーボール

男子バスケットボール

女子バスケットボール

男子テニス

女子ソフトテニス

男子バドミントン

女子バドミントン

陸上競技

トーナメント1回戦敗退

トーナメント2回戦敗退

トーナメント１回戦敗退

トーナメント１回戦敗退

中部地区予選敗退

中部地区予選敗退

中部地区予選敗退

中部地区14位

出場

予選敗退

予選敗退

予選敗退

予選敗退

予選敗退

予選敗退

3位

ベスト16

準優勝

準優勝

ベスト8（県大会出場）

ベスト32

ベスト32

ベスト32

ベスト32

中部ブロック５位　県大会出場

ベスト４

ベスト16

ベスト32

中部ブロックベスト8

ベスト8

5ペア出場

ベスト32

ベスト32

ベスト64

ベスト64

ベスト64

中部ブロック2位

中部ブロック2位

1ペア出場

本校との交流試合

本校との交流試合

本校との交流試合

中部ブロック６位　県大会出場

県大会ベスト32

予選敗退

７位　県大会出場

８位　県大会出場

別紙 01

大　会　名 種目・氏名 成　績部活動名

文
　
化
　
部

合作

2年　臨書　山田　梨乃

2年　創作　森澤　美羽

1年　臨書　川原　真優

1年　臨書　秦　　彩花

1年　臨書　藤原　希帆

1年　臨書　藤澤加奈子

1年　臨書　平山　和奏

1年　臨書　久保　　楓

2年　臨書　山田　梨乃

隷書創作部門　2年　森澤美羽

金農部門　1年　秦　彩花

半紙　1年　川原　真優

半紙　1年　平山　和奏

半紙　1年　川原　真優

半紙　2年　山田　梨乃

半紙　1年　久保　　楓

画仙紙　1年　藤澤加奈子

（朗読部門）　遠藤美世（３年）

（朗読部門）　平田悠乃（２年）

（朗読部門）　福井千尋（１年）

(アナウンス部門）　平野遥奈（２年）

（朗読部門）　遠藤美世（３年）

（朗読部門）　平田悠乃（２年）

（朗読部門）　浦田真央（２年）

（朗読部門）　福井千尋（１年）

（朗読部門）　平田悠乃（２年）

（朗読部門）　浦田真央（２年）

（朗読部門）　福井千尋（１年）

（朗読部門）　福井千尋（１年）

出場・上演

出場・上演

出場・上演

上演

Aクラス予選リーグ　土井　一起

Bクラス予選リーグ　水町　竜也

Cクラス予選リーグ　結城涼一朗

男子代表決定戦　水町　竜也

女子代表選抜戦　中島　黎美

男子代表選抜戦　水町　竜也

段級位認定大会　土井　一起

3級申請　中島　黎美　

5段申請　水町　竜也　

8級申請　土井　一起　

４・５・６級クラス　　　志水　太樹

４・５・６級クラス　　結城　涼太朗

７・８・９級クラス　　　安部　優汰

女子代表選抜戦　中島　黎美

男子代表選抜戦　水町　竜也

段級位認定大会　土井　一起

9路盤戦男子個人　水町　達也

9路盤戦女子個人　中島　黎美

1・2・3級クラス　水町　竜也

1・2・3級クラス　志水　太樹

4・5・6級クラス　結城涼太朗

4・5・6級クラス　安部　優汰

7・8・9級クラス　中島　黎美

男子個人戦（9路盤の部）　水町　竜也

男子個人戦（19路盤の部）　水町　竜也

女子個人戦（19路盤の部）　中島　黎美

2級申請　中島　黎美

5段申請　水町　竜也

2級申請　土井　一起

声楽部門　大久保唯斗

第34回高文連福岡地区書道展

第34回福岡県高等学校総合文化祭書道部門福岡地区揮毫大会

第34回福岡県高等学校総合文化祭書道部門県揮毫大会

第25回全日本高等学校書道コンクール

平成31年度福岡県高文連高校放送コンテスト福岡地区大会

平成31年度福岡県高文連高校放送コンテスト福岡県大会

令和元年度福岡県高文祭放送コンテスト福岡地区大会

令和元年度福岡県高文祭放送コンテスト福岡県大会

第41回九州高校放送コンテスト（宮崎大会）

令和元年度 第34回福岡県高等学校総合文化祭演劇部門福岡地区大会

令和元年度 第34回福岡県高等学校総合文化祭演劇部門福岡県大会

演劇研究室

生の松原特別支援学級土曜授業公演

福岡県高文連　将棋選手権大会

全国高等学校総合文化祭囲碁部門福岡県予選大会

文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権大会
福岡県大会

第1回 強化育成事業（合同研修会）囲碁部門

福岡県高文連将棋部門　段級位認定戦

全国高等学校総合文化祭囲碁部門福岡県予選大会　兼
全九州高等学校総合文化祭（宮崎大会）囲碁部門予選会

第26回　福岡県高文連　将棋新人大会

第3回全九州高等学校総合文化祭宮崎大会囲碁部門
第34回全九州高等学校囲碁選手権宮崎大会

第2回 強化育成事業（合同研修会）囲碁部門

第38回福岡県高等学校音楽コンクール

書道

放送

演劇

囲碁将棋

総合

秀作

特選（県大会出場）

秀作

秀作

秀作

秀作

秀作

秀作

秀作

秀作

全日本高等学校書道教育研究会賞

全日本高等学校書道教育研究会賞

優秀賞

優秀賞

優良賞

優良賞

入選

入選

入選・県大会進出

入選・県大会進出

入選・県大会進出

第６位・県大会進出

決勝進出（入選）

入選・県大会進出

入選・県大会進出

入選・県大会進出

決勝進出（入選）

決勝進出（入選）

入選・九州大会進出

準決勝出場

県大会出場

2敗　予選敗退

予選2勝、決勝トーナメント（ベスト16）

1勝2敗　予選敗退

5位タイ　（1勝2敗）

個人3位　（1勝2敗）

個人4位　（2勝1敗）

2勝2敗　10級認定

2勝2敗　　3級認定

3勝1敗　　不認定

4勝0敗　　6級認定

4勝0敗　　4級認定

4勝4敗　　6級認定

5勝3敗　　8級認定

2位　（1勝1敗）

優勝　（2勝0敗）

4勝0敗　3級認定

優勝　（2勝0敗）

3位タイ　（1勝3敗）

3勝1敗　　2級認定

3勝1敗　　2級認定

3勝1敗　　5級認定

2勝6敗　　 不認定

0勝6敗　　 不認定

6位　（2勝2敗）

12位 （2勝3敗）

10位 （2勝3敗）

2勝2敗　　2級認定

4勝0敗　　5段認定

3勝1敗　　1級認定

金賞
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大　会　名 種目・氏名 成　績部活動名

体
　
育
　
部

女子3000ｍ・大西 陽向

女子走幅跳び・新田 優衣

男子やり投げ・永翁 優佑

女子400ｍH・髙下 香澄

女子3000ｍ・大西 陽向

女子走幅跳び・新田 優衣

男子3000ｍ障害・畑江 夏輝

女子A1500ｍ・大西 陽向

女子三段跳・新田 優衣

男子3000ｍ障害・畑江 夏輝

女子A1500ｍ・大西 陽向

女子三段跳・新田 優衣

男子800ｍ・石島　隆之介

女子800ｍ・原田　夏鈴

女子1500ｍ・大西　陽向

女子三段跳・徳重　凜香／新田 優衣

女子砲丸投・吉松　莉子

男子800ｍ・石島　隆之介

女子800ｍ・原田　夏鈴

女子1500０ｍ・大西　陽向

女子三段跳・徳重　凜香／新田 優衣

女子砲丸投・吉松　莉子

男子

女子

団体戦(男子)

個人戦(男子)　栗原、一ノ宮、淵上、丸繁

個人戦(女子)　天野、豊田

二回戦　対　広島日彰館高校　(広島県)

三回戦　対　草津東高校　(滋賀県)

団体戦(女子)

個人戦(男子)　丸繁

個人戦(男子)　木戸

個人戦(女子)　天野、豊田、久保

団体戦(女子)

１５人制

７人制

１５人制

１０人制

福岡県高等学校総合体育大会陸上競技対校選手権大会
中部ブロック予選会

福岡県高等学校総合体育大会陸上競技対校選手権大会福岡県大会

福岡県高等学校陸上競技学年別大会中部ブロック予選会

福岡県高等学校陸上競技学年別大会

福岡県高等学校新人陸上競技対校選手権大会中部ブロック予選会

福岡県高等学校新人陸上競技対校選手権大会

福岡県高等学校総合体育大会駅伝競走大会

福岡県高等学校体育連盟中部ブロック剣道大会

令和元年度 玉竜旗高校剣道大会

令和元年度　福岡県高等学校新人剣道大会　中部ブロック予選会

令和元年度　第1回全国高等学校選抜剣道大会福岡県予選会

平成31年度福岡県高等学校サッカー大会
中部ブロック予選会

2019年度第98回全国高校サッカー選手権
福岡大会第一次予選

令和元年度第36回福岡県高等学校サッカー
中部ブロック１年生大会

2019年度第98回全国高校サッカー選手権
福岡大会第二次予選

令和元年度　福岡県高等学校サッカー新人大会
中部ブロック予選

2019年度福岡県高等学校ラグビーフットボール大会
兼第72回全九州高等学校ラグビーフットボール大会福岡県予選大会

2019年度　第６回全国高等学校７人制ラグビーフットボール大会
福岡予選大会

令和元年度福岡県高等学校ラグビーフットボール選手権大会
兼第99回全国高等学校ラグビーフットボール大会福岡県予選大会

令和元年度福岡県高等学校ラグビーフットボール新人大会
10人制の部　兼第21回全九州高等学校10人制
ラグビーフットボール大会福岡県予選大会

陸上競技

剣道

サッカー

ラグビー

9位　県大会出場

８位　県大会出場

18位

予選敗退

15位

14位

８位　県大会出場

３位　県大会出場

６位　県大会出場

予選敗退

10位

11位

５位　県大会出場

７位　県大会出場

５位　県大会出場

６位／７位　県大会出場

６位　県大会出場

予選敗退

予選敗退

棄権

８位／予選敗退

予選敗退

失格

17位（来年度シード権獲得）

一回戦負け(対新宮高校)

一回戦負け

一回戦負け

勝ち：２人残し

負け：４人残し

一回戦負け(対筑陽学園高校)

三回戦負け

一回戦負け

一回戦負け

一回戦負け(対九産大九州高校)

リーグ戦　福岡西陵１－１福岡　

リーグ戦　福岡西陵３－０光陵

リーグ戦　福岡西陵２－１城南

リーグ戦　福岡西陵２－０筑紫丘

順位決定戦　福岡西陵０－７武蔵台

県大会決め　福岡西陵５－０城南

県大会決め　福岡西陵４－０九州

県大会１回戦　福岡西陵６－０小郡

県大会２回戦
福岡西陵１－１北九州ＰＫ５－４

県大会３回戦
福岡西陵０－３福翔県大会ベスト24

福岡西陵４－０福岡常葉

福岡西陵２－０城南

福岡西陵７－１久留米筑水

福岡西陵３－１福岡

福岡西陵８－０香住丘

福岡西陵０－12東福岡B

福岡西陵０－13東福岡A

県大会１回戦　福岡西陵２－０修猷館

県大会　２回戦　福岡西陵０－０武蔵台
延長０－１県大会ベスト16

リーグ戦　福岡西陵３－３柏陵

リーグ戦　福岡西陵１－５福翔

リーグ戦　福岡西陵１－６新宮

リーグ戦　福岡西陵０－６博多

順位決定戦　福岡西陵０－３武蔵台

県大会決め　福岡西陵１－２城南

合同Ｂ（福岡西陵・中村三陽）
14－43合同Ｃ（須恵・輝翔館）

第１パート１次リーグ
福岡西陵７－４７東筑

第１パート１次リーグ
福岡西陵33－７輝翔館

１回戦　福岡西陵７－31宗像

予選リーグ　福岡西陵10－17小倉工業

予選リーグ　福岡西陵27－５八幡

上位順位決定トーナメント
福岡西陵７－42自由が丘

上位順位決定トーナメント
福岡西陵12－36城南
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大　会　名 種目・氏名 成　績部活動名

体
　
育
　
部 女子HIPHOP部門　Medium編成

大編成部門

ビッグクラス部門

女子HIPHOP部門　Large編成

女子HIPHOP部門　Large編成

女子50ｍ背泳ぎ　宮﨑葵唯

女子100ｍ背泳ぎ　宮﨑葵唯

女子200ｍバタフライ　髙橋愛実

女子200ｍ背泳ぎ　吉住美南

男子400ｍ個人メドレー　小中隆太郎

男子200ｍ個人メドレー　小中隆太郎

女子１００ｍ背泳ぎ　宮崎葵唯

男子200ｍ個人メドレー　小中隆太郎

男子400ｍ個人メドレー　小中隆太郎

男子200ｍ個人メドレー　小中隆太郎

女子200m背泳ぎ　吉住美南

女子100m背泳ぎ　吉住美南

男子400ｍ個人メドレー　小中隆太郎

男子200ｍ個人メドレー　小中隆太郎

女子200m背泳ぎ　吉住美南

女子100m背泳ぎ　吉住美南

第144回九州地区高等学校野球大会

第6回　福岡地区高等学校野球大会

第101回　全国高等学校野球選手権　福岡大会

第6回　福岡地区高等学校新人野球大会

第145回　九州地区高等学校野球　福岡大会

第6回　福岡地区1年生高等学校野球大会

第53回九州高等学校女子ソフトボール大会
（福岡県ベスト16）

令和元年度福岡県高等学校総合体育大会ソフトボール選手権
（福岡県大会ベスト16）

令和元年度　福岡県公立高校大会
（ベスト16）

令和元年度　福岡県高校新人ソフトボール大会
（福岡県ベスト16）

第14回全九州高校女子秋季福岡県大会

第38回全国高校女子選抜福岡県大会

全国高等学校ダンスドリル選手権大会2019　九州大会

第８回全日本高等学校チームダンス選手権九州大会

ダンススタジアム九州予選

令和元年度九州ダンスドリル秋季競技大会

Dance Drill Winter Cup 2020 　第十一回全国高等学校ダンスドリル冬季大会

福岡県高等学校春季選抜選手権水泳競技大会

令和元年度　全九州高等学校水泳競技大会

令和元年度　福岡市高等学校新人選手権水泳競技大会

令和元年度　全九州高等学校選手権新人水泳競技大会

ソフトボール

野球

ダンス

総合

2回戦　八女　6-5

3回戦　久留米筑水　8-0

4回戦　博多工業　0-10

1回戦　香住丘　4-7

1回戦　大牟田北　10-3

2回戦　久留米学園　8-2

3回戦　祐誠　8-10

2回戦　沖学園　0-9

1回戦　春日　4-11

1回戦　西南学院　8-9

２回戦　４－３　精華女子

３回戦１－２×香椎（延長タイブレーカー）

予選リーグ　14－１　北筑

２回戦　14－０　久留米商

３回戦　３－５　福岡中央

予選　８－１　福岡女子

予選　15－５　筑紫中央

１回戦　５－12　光陵

予選　8－1　福岡女子商

１回戦　１－7　北九州市立

２回戦　0－5　精華女子

１回戦　4－6　福岡中央

部門2位　予選敗退

予選敗退

予選敗退

準優勝　全国大会出場（東京）

全国　部門6位

2位

10位

8位

10位

5位

5位

12位

8位

4位

4位

5位

11位

7位

4位

9位

16位

大　会　名 種目・氏名 成　績部活動名

文
　
化
　
部

デザイン部門　

※以下８名による共同制作

・髙倉　裕　　・安武凛花　・佐田　椿　・室ほのか

・上西真椰　・瀧口萌々子　・古賀桃奈　・中村洸太　

・絵画部門　古賀　桃奈(2年）

・絵画部門　劉　　麗櫻(1年）

・デザイン部門　鈴木真心歩(1年）

・テーマ部門　古賀　桃奈(2年）

・自由部門　鈴木真心歩(1年）

・自由部門　梶原　葉月(1年）

・自由部門　劉　　麗櫻(1年）

梶原　葉月(1年）

劉　　麗櫻(1年）

古賀　桃奈(2年）

鈴木真心歩(1年）

障がい者福祉サービス事業所（ゆい）との交流

高齢者デイケア施設（イコロの家）との交流

壱岐小学校学童子ども会との交流

その他のボランティア活動
（十郎川清掃ボランティア　あしなが学生街頭募金活動
工芸会ワークセンター　運営スタッフボランティア）

春のコンサート～こどもから楽しめるオーケストラコンサート～
（ももちパレス）

福岡市博物館トワイライトコンサート
（福岡市博物館）

第34回定期演奏会
（アクロス福岡シンフォニーホール）

第34回福岡県高等学校総合文化祭器楽・管弦楽部門福岡県大会
※福岡県合同オーケストラとして出場（筑紫野文化会館）

第34回高文連福岡地区美術・工芸展

第34回高文連福岡県総合文化祭美術・工芸展

第33回デザインコンペ

第30回　絵はがきコンクール

特選

全国大会推薦

特選

特選

優秀賞

優秀賞

佳作

入選

優秀賞

特選

入選

入選

〈文化部〉部 活 動 実 績

インターアクト

管弦楽

美術
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