
【ソフトボール部】 千葉県高等学校新人ソフトボール大会 優勝  
☆全国高校選抜大会出場決定 

普通科２年 佐久間 桃香さん(柏市立柏第二中) / 小倉 美衣菜さん(市川市立
福栄中) / 大石 沙和さん(船橋市立七林中) / 植村 美波さん(船橋市立御滝中)
佐々木 響さん(千葉市立緑が丘中) / 柗丸 優香さん(習志野市立第五中) / 小野
塚 菜奈さん(船橋市立御滝中) / 久本 美波さん(読谷村市立古堅中) / 宮間 花
帆さん(千葉市立高洲第一中) / 切石 結女さん(船橋市立船橋中) / 山口 優実さ
ん(船橋市立八木が谷中) / 上杉 緋呂さん(千葉市立稲毛中) / 須見 友香さん
(流山市立南流山中) / 髙井 愛日さん(四街道市立四街道中) / 加藤 舞さん(船
橋市立法田中) / 樋口 暖珠さん(市原市立国分寺台中) / 田中 雅さん(四街道市
立四街道西中) / 江野澤 みのりさん(八千代市立勝田台中) / 普通科１年 木村 
友奏さん(富里市立富里中) / 中村 奏さん(勝浦市立北中) / 中田 美那さん(四
街道市立四街道中) / 田村 優佳さん(松戸市立常盤平中) / 西村 薫さん(習志野
市立第七中) / 前田 衣里奈さん(船橋市立七林中) / 栁 朱里さん(八千代市立高
津中) / 松田 歩実さん(船橋市立法田中) 

【女子バスケットボール部】   
第４７回全国高等学校選抜優勝大会 千葉県大会 準優勝 
千葉県高等学校年間総合成績 第２位 

【卓球部 男子】 千葉県高等学校新人体育大会卓球大会 
学校対抗 準優勝  ☆関東高校選抜卓球大会出場決定(13 年連続出場) 
男子ダブルス 準優勝 普通科１年 飯森 拓海君(船橋市立飯山満中) 

普通科１年 吉田 大流君(板橋区立上板橋第三中) 

【卓球部 女子】 千葉県高等学校新人体育大会卓球大会 
学校対抗 第５位 ☆関東高校新人卓球大会出場決定 
女子シングルス ベスト１６ 普通科２年 竹中 幸恵さん(船橋市立七林中) 

☆全国選抜大会出場決定 

【ボクシング部】 千葉県高等学校新人体育大会ボクシング競技 
学校対抗の部 準優勝 
バンタム級 優勝 普通科２年 笈川 夏愛君(市原市立ちはら台南中) 
ライト級   優勝 普通科１年 中村 洸太君(市原市立辰巳台中) 
ライトウエルタ－級  準優勝 普通科２年 平林 佳樹君(千葉市立大椎中) 

☆上記３名、関東高等学校ボクシング選抜大会出場決定 
 

【自転車競技部】 千葉県高等学校新人体育大会  
３種目優勝（１km・３km タイムトライアル、スクラッチ）   
普通科２年 杉本 鉄馬君(軽井沢町立軽井沢中) 

☆全国高校選抜大会出場決定 

【柔道部】 千葉県高等学校新人柔道大会 男子団体 第３位 
-66ｋｇ級 準優勝 普通科２年 本間 拓彌君(大多喜町立大多喜中) 
-73ｋｇ級 準優勝 普通科２年 甲斐 涼吾君(白井市立大山口中) 
-100ｋｇ級 優勝  普通科１年 皆川 大記君(市原市立辰巳台中) 
女子 63ｋｇ級 第３位 普通科１年 本間 彩乃さん(大多喜町立大多喜中) 
 

◆優秀賞◆ 商業科１年 名古屋 輝君（千葉市立高洲第一中） 『価値観』 
情報処理科１年 松本 想楽君（鎌ヶ谷市立第二中） 『始まりの終わり』 
普通科１年 鈴木 ひまりさん（千葉市立幸町第二中）  

『捨て猫に未来を――捨て犬・未来と捨てネコ・未来を読んで』 
商業科３年 向後 美希さん（四街道市立四街道中） 『努力』 
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２０１６年１２月５日 

Ｙ．Ｔ さん 

普通科３年  

市川市立高谷中 

私は、本校の特進コースで日々学習に励んでいます。

特進コースでは、週３２時間の授業があり、火・水・木の３

日間は授業が７限まであります。特進コースは３年間クラ

ス替えがなく、また、少人数制なので、友達との仲がとても

深まりました。 

また、私は華道部で活動してきました。華道の先生が直

接部活動の指導に来てくださり、基礎からしっかりと学ぶこ

とができました。文化祭では作品の展示や実演をしたり、

毎週の活動で生けた花を新館のエントランス（昇降口）に

飾ったりして、生徒や先生方に見てもらっています。 

本校では、文化祭や陸上競技会など楽しいイベントがた

くさんあります。また、希望者はオーストラリアでのホーム

ステイや福島県にあるブリティッシュヒルズで語学研修を

することができます。 

千葉経済大学附属高等学校で、勉強や部活動をとおし

て、新たな自分を見つけてください。 

 

Ｉ．Ｙ さん 

普通科３年  

千葉市立泉谷中 

私は、高校に入学したとき、自分の夢を叶えるために

卒業後は専門学校への進学を希望していました。また、

高校では勉強を一番頑張ろうと決め、１年時の定期テスト

から全力で取り組みました。努力をしてもなかなか思うよ

うに点数が取れず、悔しい気持ちになったことも何度かあ

りましたが、あきらめずに頑張りました。そのような日々を

過ごす中で視野が広がり、より専門的な知識を身につけ

たいと考え大学に進学することを決めました。 

また、家庭科部に入り部長を務めました。元々リーダー

シップはなかったので、辛いこともありましたが、今までの

自分にはなかったものを身につけることができました。本

校でのこれまでの経験をこれから先の人生で生かし、努

力を続けていきたいと思っています。 

 

ステイや福島県にあるブリティッシュヒルズで語学研修をすることができます。 

千葉経済大学附属高等学校で、勉強や部活動をとおして、新たな自分を見つ

けてください。 

 

２年生の修学旅行が、長崎県を中心に実施されまし
た。長崎では、語り部の被爆体験を聞き、平和公園では
献花    

公園では献花をして平和祈願をしまし      
た。楽しい思い出をたくさん作り、充
実した３泊４日の旅でした。 

め ま い 徒 活 ざ し 生 の 躍 ★ ★ 

 １１月４日に、校内作文コンク
ールの表彰式を行いました。最

優秀賞１名、優秀賞４名、佳作

７名、入賞１０名には、校長先

生から賞状と記念品が渡され

ました。 

◆最優秀賞◆ 普通科３年 郡司 日奈乃さん（船橋市立船橋中） 『教育の可能性』 

生徒会本部役員や地域の“ジュニアリーダー”というボランティア活動等の経
験で感じたことや考えたことを題材に文章を書き上げ、３年連続して入賞するこ
とができました。今年の作文は「教員になりたい」という思いを文字に起こすこ
とで自分の気持ちの再確認をし、受験生である自身への決意表明としてまとめま
した。最優秀賞をいただくことができ、自分の夢の実現への後押しになりました。 

 

 
 

私は小学校の時に野球を始め、最初は軽い気持ちでや

っていましたが、甲子園で活躍する本校の先輩方をテレビ

で見て、こんなチームで野球をやりたいと憧れていました。

いつしか「千葉経済高校で甲子園に行きたい」と思うように

なり、本校に入学しました。高校生活では苦労の連続でし

た。始めて親元を離れての寮生活、毎日の練習、勉強と部

活動の両立など、大変なことばかりでした。 

しかし、大切なことを学ぶことができました。それは、両

親の有り難みはもちろんのこと、同じ目標に向かって努力

してきた仲間は一生の宝物だということです。結果的に甲

子園出場は叶いませんでしたが、とても充実した３年間を

送ることができました。  

みなさん、何事もチャレンジしてみてください。一歩踏み

出せば、見えてくる世界が広がってきます。 

 

 
 

Ｓ．Ｎ 君 

普通科３年  

市原市立五井中 

吉野ヶ里歴史公園 

明太子作り 

有田焼の絵付け 

ハウステンボス 

献花をして恒久平和の祈願をしまし      
た。楽しい思い出がたくさんあり、充実
した３泊４日の旅でした。 


