
  

 

【ソフトボール部】 ◆関東高等学校ソフトボール大会千葉県予選 優勝 
                                      ☆関東大会出場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ボクシング部】  
◆関東高等学校ボクシング大会千葉県予選 
バンタム級 優勝  
普通科３年 野田 翔太君 

(四街道市立四街道西中) 

☆関東大会出場 

【自転車競技部】 ☆関東大会出場 
商業科３年    成嶋 祐輔君(柏市立豊四季中) 
情報処理科３年 池田 海斗君(佐倉市立臼井南中) 
普通科２年    篠宮 秀虎君(市原市立千種中) 
情報処理科２年 常磐 颯君(富里市立富里北中) 
情報処理科２年 鵜木 海斗君(千葉市立土気中) 
普通科１年    平野 颯人君(越谷市立西中) 

 
 
 
 

【卓球部（男子）】  ◆関東高等学校卓球大会千葉県予選 学校対抗 準優勝 
シングルス 第３位 普通科３年 武川 司紗君(小川町立西中) 

第５位 普通科３年 寺崎 泰誠君(千葉市立千城台南中) 
第５位 普通科２年 歌田 智史君(千葉市立千城台南中) 

☆関東大会出場 

【卓球部（女子）】 ◆関東高等学校卓球大会千葉県予選 学校対抗 第３位 
☆関東大会出場 

【柔道部】 ◆関東高等学校柔道大会千葉県予選 男子団体戦 第３位 
      ☆関東大会出場 

◆千葉県ジュニア（２０歳以下）体重別選手権大会 
男子 -６６ｋｇ級 第３位 普通科３年 荒井 幸太君(市原市立五井中) 
女子 -４８ｋｇ級 第３位 普通科２年 原田 莉緒さん(富里市立富里中) 

【バスケットボール部】 ◆関東高等学校バスケットボール大会  
千葉県予選 第３位  ☆関東大会出場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【空手部】 ◆関東高等学校空手道大会千葉県予選 男子団体形 第６位   
☆関東大会出場 

【体操競技】 ◆関東高等学校体操競技大会千葉県予選 
個人の部 第４位 普通科１年 藤本 真由さん(習志野市立第一中) 

☆関東大会出場 
【将棋部】 ◆第５７回高等学校将棋選手権千葉県大会  
男子個人戦Ａ級 準優勝 普通科２年 井尻 晟司君(船橋市立前原中) 

☆全国高等学校総合文化祭将棋部門大会出場決定 
 

✰部長✰ 普通科３年 Ｗさん  (市川市立第四中) 

【ポジション】センター  【目標】インターハイ優勝 

【チームの現状】練習でのミスが試合に出てしまっている。 
【チームが強化していること】 

ディフェンスの徹底。 

リバウンドやルーズボールを全員で取りにいくこと。 

✰部長✰ 普通科３年 T さん  (習志野市立第三中) 

【ポジション】ショート  【目標】インターハイ優勝 

【チームの現状】小さなミスが大きな後悔につながっている。練習時は、 

         ミスに対してあえて厳しく声を掛け合うようにしている。 
【チームが強化していること】 

メンタル面の強化。そのために一つ一つの練習を丁寧に行う。 

 
【強化していること】体力つくり 

一日に何局も打つことになるので、心身ともに体力が
求められる。そのために、部活動中はとにかく数多く打
つことを心がけている。 

大会までにまだ少し時間があるので、体力をつけるよ
うに努力する。 
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２０２１年６月１８日 

め ま い 徒 活 ざ し 生 の 躍 ★ ★ 

５月２１日（金）に「進路ガイダンス」を実施しました。大学・短期大学・
専門学校・就職等、約９０校の講師にご参加いただき、生徒は希望する
学校のブースで熱心に話を聞きました。そして、６月７日から１１日まで
「保護者面談」が行われ、担任と進路等について話し合いを重ねました。 
また、４月～６月にかけて「小論文講座」と「公務員合格講座」が実施さ

れています。小論文講座は代々木ゼミナールより、公務員合格講座は東
京ＩＴ会計公務員専門学校より講師を派遣していただき、希望者は全８回
の講座を受講します。 
他にも「進学講座」や「英検対策集中講座」が実施され、生徒たちは積

極的に参加しています。 進路ガイダンス 

小論文講座 公務員合格講座 

 

普通科３年 竹田 愛佳さん(習志野市立第三中) / 大澤 萌さん(ひたちなか市立大島中)  
宮坂 芽以さん(神田女学園中) / 須川 朝香さん(浦安市立浦安中) / 川村 莉子さん(草加市
立谷塚中) / 宍倉 菜月さん(四街道市立四街道中) / 滝口 もなさん(習志野市立第七中)   
鳥居 早稀さん(松戸市立第三中) / 佐藤 小夏さん(佐倉市立臼井中) / 永塚 叶さん(松戸市
立第一中) / 伏島 和花さん(船橋市立海神中) / 石毛 茉帆さん(八千代市立高津中) / 小栁 
初佳さん(八千代市立村上東中) / 石橋 唯さん(浦安市立浦安中) / 佐藤 万桜さん(浦安市立
浦安中) / 阿部 日南果さん(我孫子市立久寺家中) / 大木 菜生さん(匝瑳市立八日市場第二
中)   
普通科２年 増渕 安月さん(高根沢町立阿久津中) / 林 希優さん(旭市立第一中) / 在原 
凛々さん(江戸川区立小岩第五中) / 伊藤 智香子さん(四街道市立四街道北中) / 千葉 友里
亜さん(千葉市立みつわ台中) / 吉野 友梨香さん(市川市立第七中) / 宮崎 眞緒さん(船橋市
立船橋中) / 島野 愛望さん(市原市立ちはら台西中) / 渡邉 萌香さん(草加市立瀬崎中)   
加瀬 生羽さん(旭市立第二中)   
普通科１年 北村 優有さん(船橋市立海神中) / 梅田 実優さん(千葉市立磯辺中) / 稲村 
唯花さん(松戸市立第一中) 

 

普通科３年 渡邉 花菜さん(市川市立第四中) / 佐藤 彩葉さん(鎌ケ谷市立第三中) / 古山 
莉子さん(八千代市立萱田中) / 伊藤 七海さん(市原市立八幡中) / 遠藤 里保さん(新潟市立
木戸中) / 畠山 美咲さん(習志野市立第三中) / 細井 友菜さん(成田市立西中) / 楠見 南海
さん(野田市立第一中) / 大橋 美奈さん(白井市立南山中) / 福原 琉衣さん(袖ケ浦市立蔵波
中) / 細田 美空さん(九十九里町立九十九里中) / 永井 萌乃香さん(千葉市立土気南中) / 伊
藤 さちさん(八王子市立甲ノ原中) / 鈴木 心優さん(山武市立松尾中) / 和田 宝華さん(柏市
立土中) / 石川 明日香さん(八千代市立東高津中) / 後藤 京香さん(千葉市立新宿中) / 齋藤 
瑠南さん(茂原市立冨士見中) / 村井 茜さん(江戸川区立上一色中) / 久保田 愛梨さん(成田
市立西中) 
普通科２年 川井田 風寧さん(翔凜中) / 藤井 友菜さん(八千代市立高津中) / 伊藤 紗友希
さん(四街道市立四街道北中) / 清水 七海さん(流山市立南流山中) 
普通科１年 坂口 彩花さん(習志野市立第一中) / 角 陽菜多さん(成田市立西中) / 高品 里
桜さん(翔凜中) 

 

 

  

 

英検対策集中講座 進路ガイダンス 

保護者面談 


