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やる気を育てる

2021 SUMMER

イベント・インフォメーション2021Event Information
8月7日（土）１日体験入学 10月9日（土）中学生と保護者対象入試説明会

vol.20

＊
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　クラスは一人ひとり
の個性を尊重し、お互い
に助け合える温かい
雰囲気で、穏やかな高校
生活を送ることができて
います。部活動はダンス
部。毎日の練習と勉強と
の両立で忙しいですが、
その分充実した楽しい
日々だと感じます。

　授業で中学校までの
復習の機会があったり、
友達と分からないところ
を教え合ったりと、安心
して勉強に取り組めて
います。それ以外にも部
活動に、そして友達と盛り
上がって楽しむことに
と、あらゆることに全力
投球中です！

　「ソフトテニスでもっと上を目指したい！」という思いで甲斐清和に入学しました。中学校のころより濃く、長くなった
練習と勉強との両立は大変ですが、少しずつ慣れてきて、一つひとつのことに集中できるようになってきました。「イン
ターハイで活躍する」という目標の達成に向けて、みんなでがんばっていきます！

中村 智貴さん 
（上条中学校出身）

津久井 穂高さん 
（櫛形中学校出身）

三井 陽梨さん 
（甲府南中学校出身）

𠮷岡 優さん 
（山梨大学附属中学校出身）

樋口 颯さん 
（甲府西中学校出身）

大石 琉奈さん 
（城南中学校出身）

河合 堅柊さん 
（春日居中学校出身）

河西 加奈さん 
（三珠中学校出身）

日川 理勢さん 
（竜王中学校出身）

瀧口 波香さん 
（石和中学校出身）

梶原 世羽さん 
（西桂中学校出身）

望月 優美さん 
（笛川中学校出身）

近藤 沙耶さん 
（双葉中学校出身）

橋本 明香里さん 
（玉幡中学校出身）

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

例年より多い８クラスでスタートした１年生！
そのフレッシュな声を聞いてみました。

普通科進学コース

音楽科

普通科総合コース普通科人間文化コース

ソフトテニス部

　兄も甲斐清和の卒業生。
高校生活も進路も生徒
に寄り添ってくれる学
校だと兄の姿を見て感
じていました。入学して
みたら想像通りだった
と実感。温かな先生たち
と、たくさんできた友達
と一緒に楽しい毎日を
送っています。

　力を入れたいと思って
いた勉強は、熱心な先生
たち、そして教え合える
クラスメートと楽しく
学ぶことができています。
２年生からは商業クラス
に進み、パソコンを使い
こなせるようになって
将来に生かしたいと
思っています。

　進学コースは、部活動
に勉強にとそれぞれ自分
の「がんばりたいもの」
を持っている人が多く、
個性をお互いに大事に
する自由でのびのびと
した雰囲気です。私も、
中学校までは苦手意識
があった数学もがん
ばっています！

　大切な仲間と全力で
打ち込むソフトボール
部での活動は、私にとって
かけがえのない時間。
勉強も、親身に教えて
くれる先生、そして共に
がんばるクラスメート
に「やる気」のエネルギー
をもらい、「文武両道」で
きています。

　打楽器のスキルを上げ
たくて音楽科を選び
ました。専門の他にピアノ
や声楽のレッスン、さら
に国語や数学など教科
の学習も手を抜けません。
思っていたより忙しい
日々の中に、確かなやり
がいを感じているところ
です。

　音楽科は個性豊かな
仲間たちと支え合い、共に
学べる環境。放課後など
に、たくさんある練習室
で自由に腕を磨けるの
も魅力です。「音楽の道」
という将来の夢を叶える
ために、意識を高く持って
毎日を過ごしています。



試合を重ねるごとにチームとして
成長できました。
インターハイ上位進出という目標へ、
一歩ずつ前に進んでいきます。

団体優勝も、内容的には
悔いが残る大会でした。
この経験を力に変えて、
インターハイでは
団体入賞を目指します！

団体でのインターハイ出場が決定。
中止となった昨年の大会を挟み、
10連覇を達成。

団体、個人フルーレ
(3名)ともに
関東大会に出場。

団体（金丸・時田・竹澤・
深澤）の関東大会・インター
ハイの出場が決定。

写真 左
女子バドミントン部
３年  真壁 麗愛さん
（長野・赤穂中学校出身）

体操部
３年  金丸 桃音さん
（鰍沢中学校出身）

今の時点でのベストは尽くせました
が、やっぱり悔しさが残る結果。自慢
の「チーム力」を発揮してさらなる
成長を目指します！

強豪校である相手チームに、
のまれずに立ち向かうことができました。
まずは一勝を目指してがんばります。

ソフトボール部
３年  前田 宇妙さん
（石和中学校出身）

バレーボール部
３年  渡辺 瞳さん
（勝沼中学校出身）

「もっとこうしておけば…」
という反省を、しっかり
これからの練習に生かして、
インターハイ予選では
勝ちたいです！

ボクシング同好会
２年  幡野 舜弥さん
（市川中学校出身）

初戦突破はならなかったものの、
自分たちの弱点も見つかりました。
克服に向け、毎日の練習に
さらに熱が入ります。

写真上 左

卓球部
３年  正木 拓夢さん
（甲府東中学校出身）

高校最後の県総体にふさわしい試
合ができました。「やるときはや
る」仲間と共に、インターハイでも
活躍したいです。

１、２年生が主体で、緊張して練習の成果が
出し切れなかった部分も。
「思った通りのプレー」のために実戦を積んで
いきます。

男子フェンシング部
３年  石川 凌雅さん
（武川中学校出身）

女子フェンシング部
２年  佐野 絵里奈さん
（甲府東中学校出身）

技術は負けてない、力を合わせればもっと強く
なれるはず！チームの気持ちを一つに、インターハイ
を見据えていきます。

ソフトテニス部
３年  新井 里菜さん
（上条中学校出身）

足りない部分を補い合える
のがチームスポーツの魅
力。お互いに切磋琢磨し、勝
つために努力していきたいと
思います。

サッカー部
３年  進藤 聖矢さん
（甲府南西中学校出身）

山梨県高校総体２０２１

女子バドミント
ン部

会場：甲府商業高校体育館
１回戦       シード
２回戦        ３-０　巨摩
準々決勝   ３-０　韮崎
準決勝        ３-０　甲府東
決　勝        ３-２　山梨学院

会場：甲斐清和高校体育館
≪団体（学校対抗）≫
決勝　５－２　甲陵
≪個人フルーレ≫　
第１位：石川 凌雅（３年）
第２位：幡野 心星（３年）　
第３位：輿水 勇輝（２年）

会場：石和中央テニスコート
≪予選トーナメント≫
１回戦　シード
２回戦　３-０　韮崎
３回戦　２-０　笛吹

　
≪決勝リーグ≫
第１試合　１－２　甲府昭和
第２試合　１－２　甲府商業
第３試合　３－０　富士河口湖

ソフトボール部

会場：緑が丘スポーツ公園体育館
団体（学校対抗）
得点：114.90　第１位
個人総合
第４位   深澤さくら（1年）  得点：45.55
第５位   金丸   桃音（3年）  得点：43.25

バレーボール部

団体、個人フルーレともに
関東大会に出場。

会場：甲斐清和高校体育館
≪団体（学校対抗）≫
決勝　１－５　甲陵
≪個人フルーレ≫
第３位：小池 優亜(２年)

女子フェンシン
グ部

ソフトテニス部

卓球部

男子フェンシ
ング部

体操部

ボクシング同好
会 学校対抗総合得点

≪女子≫バドミントン (優勝７点)   体操 (優勝５点)   ソフトテニス (３位 ３点)
▶  総合４位
≪男子≫フェンシング（優勝2点）
▶  総合29位

サッカー部


	SEIKA20-P01-04-003
	SEIKA20-P02-03-003

