
【ボクシング部】 ◆インターハイ県予選   

団体    第２位 
ライト級 優勝 普通科２年 中村 洸太君(市原市立辰巳台中) 

☆インターハイ出場 

バンタム級 準優勝 普通科３年 笈川 夏愛君(市原市立ちはら台南中) 

◆関東高等学校ボクシング大会  
ライト級 第３位 普通科２年 中村洸太君 

【卓球部（男子）】 ◆インターハイ県予選 

男子学校対抗  準優勝 
男子シングルス 準優勝 普通科３年 逆井 涼太君(野田市立東部中) 

第６位 普通科２年 吉田 大流君(板橋区立上板橋第三中) 
☆学校対抗(３年ぶり８回目)、シングルス２名、インターハイ出場 

【自転車競技部】  

普通科３年 杉本 鉄馬君(軽井沢町立軽井沢中)   ☆インターハイ出場 

【柔道部】 ◆インターハイ県予選  

団体戦 第３位 
-６６ｋｇ級  準優勝 普通科３年 本間 拓彌君(大多喜町立大多喜中) 
-１００ｋｇ級 第３位 普通科２年 皆川 大記君(市原市立辰巳台中) 

◆千葉県柔道体重別選手権大会（国体県予選） 
-７３ｋｇ級  第３位 普通科３年 甲斐 涼吾君(白井市立大山口中) 
-１００ｋｇ級 準優勝 普通科２年 皆川 大記君 

【珠算部】 ◆全国高等学校珠算・電卓競技大会（珠算の部） 
伝票算競技 第３等 普通科２年 山岡 涼音さん(千葉市立幕張本郷中) 
読上算競技 第３等 商業科２年 明石 未来さん(成田市立久住中) 

【将棋部】 ◆全国高等学校総合文化祭 宮城大会 第５位 
普通科１年    日野 恵太君(船橋市立芝山中) 
情報処理科１年 櫻澤 春輝君(松戸市立牧野原中) 
普通科３年    飯島 希生君(千葉市立朝日ヶ丘中) 

【軽音楽部】 ◆全国高等学校軽音楽コンテスト 千葉県大会 奨励賞受賞 

【ソフトボール部】 ◆インターハイ 第３位 

普通科３年 田中 雅さん(四街道市立四街道西中) / 樋口 暖珠さん(市原市立
国分寺台中) / 大石 沙和さん(船橋市立七林中) / 加藤 舞さん(船橋市立法田
中) / 髙井 愛日さん(四街道市立四街道中) / 柗丸 優香さん(習志野市立第五
中) / 宮間 花帆さん(千葉市立高洲第一中) / 上杉 緋呂さん(千葉市立稲毛中) 
小倉 美衣菜さん(市川市立福栄中) / 小野塚 菜奈さん(船橋市立御滝中) / 切
石 結女さん(船橋市立船橋中) / 佐久間 桃香さん(柏市立柏第二中) / 鈴木 唯
夢さん(八千代市立勝田台中) / 久本 美波さん(読谷村立古堅中) / 植村 美波さ
ん(船橋市立御滝中) / 江野澤 みのりさん(八千代市立勝田台中) / 佐々木 響さ
ん(千葉市立緑が丘中) / 須見 友香さん(流山市立南流山中) / 山口 優実さん
(船橋市立八木が谷中) / 普通科２年 小泉 里彩さん(船橋市立船橋中) / 西村 
薫さん(習志野市立第七中) / 水澤 沙姫さん(昭和学院中) / 甲斐 美音さん(船
橋市立船橋中) / 中村 奏さん(勝浦市立北中) / 前田 衣里奈さん(船橋市立七
林中) / 光野 ターラさん(八千代市立勝田台中) / 田村 優佳さん(松戸市立常盤
平中) / 中田 美那さん(四街道市立四街道中) / 栁 朱里さん(八千代市立高津
中) / 石川 小暖さん(葛飾区立奥戸中) / 木村 友奏さん(富里市立富里中) / 松
田 歩実さん(船橋市立法田中) 

【バスケットボール部】 ◆インターハイ県予選 準優勝 ☆インターハイ出場 

普通科３年 麻生 寿彌彩さん(八街市立八街北中) / 入江 美里さん(市川市立
高谷中) / 佐久間 愛唯さん(九十九里町立九十九里中) / 髙梨 彩加さん(東金
市立東金中) / 土屋 沙織さん(山武市立松尾中) / 渡合 萌絵さん(八千代市立
高津中) / 林 日菜さん(旭市立干潟中) / 梅﨑 泉さん(市川市立第三中) / 遠藤 
未優さん(千葉市立椿森中) / 大嶋 彩也乃さん(船橋市立高根中) / 中條 眞希さ
ん(木更津市立岩根西中) / 中村 友海さん(習志野市立第七中) / 林 菜々子さ
ん(船橋市立二宮中) / 山﨑 円莉さん(浦安市立堀江中) / 大橋 美優さん(白井
市立南山中) / 清水 眞菜香さん(八千代市立高津中) / 立元 梨里花さん(千葉
市立朝日ヶ丘中) / 林 紀華さん(成田市立成田中) / 宮城 彩子さん(市川市立第
七中) / 若菜 有貴さん(市原市立南総中) / 高橋 夏輝さん(木更津市立太田中) 
商業科３年 中村 未夢さん(大網白里市立大網中) /田中 梢さん(千葉市立泉谷中)  
普通科２年 片岡 唯夏さん(千葉市立天戸中) / 斎藤 汐音さん(船橋市立習志
野台中) / 髙橋 菜花さん(船橋市立海神中) / 石井 輝さん(市原市立南総中) 
玉田 和波さん(浦安市立堀江中) 

 

８月５日・６日の２日間、幕張メッ
セで「首都圏進学フェア２０１７」が開
催され、多くの中学生や保護者が来
場しました。千葉県を中心に公私立
の中学校・高等学校が、自校の説明
や入試相談を行いました。 
本校のパンフレットは２日間で１９

００冊が受け取られ、副校長・教頭
が中心となって大勢の方の入試相
談に応じました。 

 

 

現地校での授業、博物館や動物園、ホストファミリーとの楽しい生活を通して、オー

ストラリアの歴史や自然、生活を体感しました。 

８月２３日から３日間、日赤救命救

急講習会が開かれ、２６名の生徒が

受講しました。毛布を使っての体温温

存法、ＡＥＤの使用法や人工呼吸法、

三角巾を使っての応急処置等、緊急

時に必要な知識と実習を行いました。

生徒は真剣な態度で練習に臨み、全

員が修了証書をいただきました。 

 

 なお、８月１９日には父母の会主催の救命救急講習会も行われ、日本赤十

字千葉支社から講師を招き、２４名の保護者が人工呼吸法とＡＥＤの使い方の

講習を受けました。 
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２０１７年９月１３日 

め ま い 徒 活 ざ し 生 の 躍 ★ ★ 

７月３０日、８月２０

日・２７日にオープン

キャンパスが行われ、

３日間で約３０００人の

中学生と保護者の方

が来校されました。 

 学校紹介ビデオの

放映、学校長の挨

拶、卒業生による各

科の説明、校舎・部活

動の見学など、高校

生活をイメージする格

好の機会となりまし

た。「何事にもひたむ

きに取り組む生徒を

心から応援する」とい

う本校の思いが伝わ

った一日でした。 

 

 

 

全体会 

商業科の説明 

８月１日から２週間、オーストラリア・パース市

で８名の生徒がホームステイに参加しました。

現地校での授業、博物館や動物園、ホストファミ

リーとの楽しい生活を通して、オーストラリアの

歴史や自然、生活を体感しました。 
 

 

 

私は今回２回目の参加でしたが、「友達は自分のことを覚えてくれているか」、「再会の挨

拶はどうしたらいいか」といった不安もありました。しかし、現地の方々は本当に温かく迎
えてくれ、新しい友達も沢山できました。休日には、ホストファミリーがロットネスト島な

どの観光地にも連れて行ってくださり、授業がある日も休日も充実していました。オースト
ラリアは人は優しく、環境も良く私のお気に入りの国です。また、絶対にオーストラリアに
行きたいと思っています。       普通科２年 中西 かりんさん（市原市立八幡中） 

 

生徒の感想 

 


