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高校総体2019

石川 凌雅さん
　小学校から始めたフェンシングをもっと強くなり
たいと思って、入学しました。県総体の結果、１年生
からインターハイ出場が決まり、張り切っています。
勉強でも部活動でも生活面でも、それぞれで模範で
ありたいです！

8月10日（土）
8月24日（土）

1日体験入学
音楽科オープンスクールⅠ
せいか音楽祭イベント・インフォメーション2019

Event Information

仙洞田 沙月さん
　クラスは個性豊かで、休み時間はとてもにぎやか。
でも授業が始まった途端に集中、切り替えができる
仲間たちです。ソフトボール部ではインターハイ
出場を目標に、レベルの高い選手になれるよう練習
に一生懸命です！

植松 海敬さん
　音楽科では専門のピアノ以外にも合唱やアンサ
ンブル、声楽など音楽全般について幅広く学べる
ので、視野が広がります。音楽が好きな仲間たちと
共に、たくさんのことに前向きに取り組んで、夢で
あるピアニストを目指していきます！

長田 東子さん
　共に音楽に励むクラスの仲間、優しい先輩や先生
に恵まれ、最高の環境で音楽に取り組むことが
できています。音楽に勉強にと忙しい日々ですが、
その分多くのことを得られていると感じるので、
しっかりと両立していきます。

矢澤 風大さん
　「ここからはじまる夢への一歩」という甲斐清和
のキャッチコピーを見て、この学校で自分の夢を
探してみたいと思って入学しました。入学当初は
緊張と不安でいっぱいでしたが、今では「毎日
が充実しているなぁ」と実感しています。

清水 朝美さん
　困ったことがあったとしても、優しく先輩や先生
が支えてくれるので、安心して楽しく過ごすこと
ができています。慣れないことも多くて空回りする
こともありますが、できることから自分らしく
がんばっています。

志村 美月さん
　総合コースは２年次にクラスが分かれること
で、将来に向け幅広い選択ができるのが魅力。さま
ざまな教科を学ぶ普通クラスか、専門的な知識を
学ぶ福祉クラスか迷いますが、どのクラスに進ん
でもいいように、しっかり勉強していきます。

森本 結さん
　クラスは明るくて、みんなの話は楽しくていくら
聞いても飽きません。中学校に比べて難しくなった
勉強もこつこつとがんばっています。２年生から
は商業クラスに進んで、いろいろな資格や検定に
チャレンジしてみたいです。

体操部
　インターハイをはじめ、これまで数々の大会で好成績を残してきた伝統ある体操部で、その一員として活躍
したいと思い入学しました。これまで続けてきた体操の技術をさらに磨いていくのはもちろん、勉強も
がんばっていきます！

普通科進学コース
石川 凌雅さん 
（武川中学校出身）

音楽科
植松 海敬さん 
（長野・富士見中学校出身）

音楽科
長田 東子さん 
（城南中学校出身）

普通科人間文化コース
矢澤 風大さん 
（塩山中学校出身）

普通科人間文化コース
清水 朝美さん 
（甲府西中学校出身）

普通科進学コース
仙洞田 沙月さん 
（若草中学校出身）

普通科総合コース
志村 美月さん 
（甲府東中学校出身）

普通科進学コース
金丸 桃音さん 
（鰍沢中学校出身）

普通科進学コース
相原 綾音さん 
（城南中学校出身）

普通科進学コース
時田 瑛帆さん 
（城南中学校出身）

普通科総合コース
森本 結さん 
（甲府北東中学校出身）

それぞれの夢に向けて歩き始めた新入生たち　 普通科(進学コース/人間文化コース/総合コース)、音楽科



高校総体
2019

令和初の熱戦

令和元年５月８-１０日

このメンバーで関東大会に挑みます！

WOMEN’S
FENCING

日々の練習の中では辛いこともありましたが、それを
乗り越えることで今回の優勝につながりました。

女子フェンシング部
川口 瑠美さん
（押原中学校出身）

≪個人フルーレ≫
第1位：石川 凌雅（1 年）

会場：甲斐清和高校体育館

男子フェンシング部  試合結果

≪団体 (学校対抗）≫
決勝   5-2   甲陵 

女子フェンシング部  試合結果

≪個人フルーレ≫
第 1位：中澤 里紗（2 年）
第２位：川口 瑠美（2 年）
第 3位：川口 見空（2 年）

SOCCER

県総体での勝利は創部以来初！
自分たちの代で結果を残せて
うれしいです。これに満足せず、
さらに力をつけたいです。

サッカー部
小林 美樹さん
（玉幡中学校出身）

１回戦   3-2   農林
２回戦   0-7   富士河口湖

会場：初狩憩いの公園サッカー場

試合結果

悔しい結果でしたが、試合で見えた自分
の弱点をどう直していくか、考えて行動
に移していきたいです。

女子卓球部
古屋 公馨さん
（一宮中学校出身）

一人ひとりが力を出し切れた試合でした。
もっと上を目指して、日々の練習を積み
重ねていこうと思います。

男子卓球部
赤池 俊哉さん
（竜王中学校出身）

MEN’S
TABLE TENNIS

WOMEN’S
TABLE TENNIS

会場：緑が丘スポーツ公園体育館

試合結果

１回戦　シード

２回戦　 0-3   日川　　

試合結果

会場：緑が丘スポーツ公園体育館

チーム一丸となって戦うことができた
今回の経験を生かして、技術面でも
精神面でも向上していきたいです。

ソフトテニス部
依田 樹里さん
（甲府北中学校出身）

SOFT TENNIS

≪予選トーナメント≫

１回戦    シード
２回戦　3-0   身延　　
３回戦    2-0   城西
≪決勝リーグ≫

第１試合  1-2   富士河口湖 
第２試合  2-1   甲府昭和
第３試合  1-2   甲府商業

試合結果

会場：石和中央テニスコート

MEN’S BADMINTON

会場：甲府商業高校体育館

苦しい場面でも仲間を信じることで、優勝、そして
インターハイの切符をつかむことができて
良かったです！

男子バドミントン部
安間 太一さん
（勝沼中学校出身）

チーム１１人が一つになって優勝できました。関東
大会、インターハイと上の舞台でも勝ち進んで
いきます。

女子バドミントン部
髙橋 楓さん
（長野・南宮中学校出身）

１回戦     シード
２回戦     3-0   市川
準々決勝  3-0   山梨学院
準決勝　 3-0   甲府昭和
決　勝　 3-2   甲府商業

試合結果

WOMEN’S BADMINTON

会場：甲府商業高校体育館

１回戦     シード
２回戦　  3-0   韮崎　　
準々決勝  3-0   市川
準決勝　 3-0   甲府昭和
決　勝　 3-0   甲府商業

試合結果

SOFTBALL

チャンスを点につなげることができなかった
この悔しさを、次の試合へとしっかりと生かして
いきます。

ソフトボール部
秋山 まどかさん
（身延中学校出身）

体操部
茂手木 詩子さん
（城南中学校出身）

≪団体（学校対抗）≫
得点：149.10　第1位

≪個人総合≫
第 1位   時田 瑛帆  (1 年）   得点：51.95
第２位   相原 綾音  (1 年）   得点：48.30
第３位   金丸 桃音  (1 年）   得点：45.35

２回戦   0-4   甲府商業
試合結果

会場：釡無川スポーツ公園グラウンド

GYMNASTICS

会場：緑が丘スポーツ公園体育館

みんなで優勝を手にすることができて良かった
です。インターハイではノーミスの演技で上位
を狙います！

 試合結果

≪ 女子 ≫
バドミントン（優勝  7点）
体　操 　　  （優勝  3点）
フェンシング（優勝  2点）
ソフトテニス（3 位  3点）

≪ 男子 ≫
バドミントン（優勝  7点）

練習時間を大切に使いながら、少しでも
上達し、チームのみんなで協力して１勝
を目指します。

バレーボール部
守澤 歩花さん
（甲府南中学校出身）

VOLLEYBALL

１回戦   0-2   都留興譲館

会場：甲府城西高校体育館

試合結果

(10-25,7-25) 

関東大会出場が決定！

9年連続アベック優勝！

1勝2敗で、第3位

学校対抗総合得点

インターハイ出場が決定！
団体での

総合20位

総合4位

関東大会出場が決定！

3名とも、関東大会出場が決定！

インターハイ出場が決定！
個人(丸山)の関東大会・
団体(時田・相原・金丸・茂手木)

インターハイ出場が決定！
団体での

１回戦   0-3   韮崎
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