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●第41回体育大会 ●
第41回体育大会が9月26日（木）に本校グラウンドにて開催されました。当日は天候に恵まれ、各学年、赤・

青・緑・橙・黄の5集団に分かれ熱戦を繰り広げました。長縄やリレーでは学年問わず声を張り上げ同色集団を応援
するなど活気のある体育大会となりました。また、色別対抗リレーと長縄跳びには教員チームも参加し、体育大会を
生と一緒に楽しみました。

「選手宣誓」
3年 酒井大地（鷲津中）

「綱引き」 「タイヤ取り」「HR対抗リレー」

「14人15脚」

●各学年優勝クラス
１年 15HR
２年 22HR、24HR
３年 34HR

●総合結果
１位 青（33HR 21HR 13HR）
２位 緑（35HR 24HR 15HR）
３位 橙（34HR 22HR 12HR）

「女子100m」
優勝者
1年 竹村彩杏美（湖東中）

「色別対抗リレー」

長縄跳び

「男子100m」
優勝者
2年 鈴木琉斗（岡崎中）

「障害物リレー」

「閉会式（表彰）」 長縄跳び（教員チーム）

後期生徒会長
松井瑠茄（新居中）

●後期生徒会長あいさつ●

●お知らせ●
第2回学校説明会 12月7日（土）開催

本校からは２年縣マテウス君
（白須賀中）が出場しました。
持ち前の表現力を発揮し、とき

にオーディエンスの笑いを誘う場
面もありました。大舞台でのス
ピーチは貴重な経験となりました。

●英語スピーチコンテスト●

●美術Ⅱ作品
「ゴミ箱分別マークステッカー」●

美術IIの授業で、ゴミ箱にゴミの
分別が分かりやすいグラフィックデ
ザインのステッカーをデザイン・制
作し、全HRのゴミ箱につけました。

この度、令和元年度後期生徒会長に選出されました、
21HRの松井瑠茄です。立会演説会で掲げた公約「挨
拶運動、掃除チェック、SHINKAを利用した活動」
をすることにより、地域の人に愛し、愛される学校、

心も環境も綺麗な学校になるよう
にしたいと思います。
生徒全員が過ごしやすい学校に

するためには皆さんの意見が必要
です。皆さんのご協力お願いしま
す。



１０・１１月の行事予定
１０月１６日～１８日 中間テスト

１７日（木） ２年生保護者会
１８日（金） １年生保護者会
２５日（金） 心を育む講演会

１１月 １日（金） １年保育体験実習
５日～２２日 第２回オープン授業
６日（水） 漢字テスト④
８日（金） 津波避難訓練

２１日（木） マラソン大会

静岡県立湖西高等学校
〒４３１－０４３１

静岡県湖西市鷲津１５１０－２
電 話 ０５３（５７５）０５１１
ＦＡＸ ０５３（５７５）０９７５

湖西高等学校ホームページも御覧ください。
http://www.edu.pref.shizuoka.jp/kosai-h/home.nsf

※バックナンバーは湖西高校ＨＰで閲覧できます。

水泳部 新人戦県大会 第2位

静岡県高等学校新人水球競技大会（9月21日）
湖西 11－ 9 合同チーム
湖西 10－ 6 掛川西
湖西 5－20 磐田西

サッカー部
全国高校サッカー選手権 県大会

2回戦 湖西 6－0 御殿場 （9月22日）

卓球部
全日本卓球ジュニア県予選（9月7日）
男子シングルス

2年 三浦陽希（鷲津中） ベスト32 
2年 黒川 樹（舞阪中） ベスト64
2年 菅 魁馬（岡崎中） 出場
以上3名東海卓球選手権大会ジュニアの部出場権獲得

後藤杯（名古屋オープン）
女子ダブルス 2回戦進出

3年 大場望未（牟呂中）・2年 山下穂華（舞阪中）
一般女子シングルス 大場望未 出場
新人卓球大会学校対抗 西部予選（9月21日）

男子 第3位
2年 鳥田明寛（岡崎中） 菅 魁馬

倉橋精夾（豊橋東部中） 黒川 樹（舞阪中）
小林藍斗（岡崎中） 三浦陽希

1年 足立光聖（新居中） 伊奈玄清（篠原中）
岡本 薫（岡崎中） 辻岡 翼（鷲津中）

女子 第11位
2年 川上未唯（牟呂中） 内田澪那（舞阪中）

山下穂華 和田美穂（舞阪中）
1年 野田梨沙子（南稜中）

湖西市民卓球大会（9月22日）
一般男子 小林藍斗、三浦陽希 ベスト8
一般女子 内田澪那、和田美穂 第3位
東海卓球選手権 静岡県予選（9月29日）
一般女子シングルス
大場望未 ベスト8
山下穂華 ベスト32

女子ダブルス
山下穂華・川上未唯 ベスト16

以上3名東海卓球選手権出場県獲得

陸上競技部
静岡県西部高校新人陸上競技選手権（9月7日、8日）

1年 大串秋登（入野中） 男子800m 第3位
男子1500m 第11位

2年 髙井良憲（鷲津中） 男子110mH 第10位
2年 杉浦裕太（鷲津中） 男子円盤投げ 第12位
2年 永峯亜実（可美中） 女子やり投げ 第7位
1年 竹村彩杏美（湖東中）女子三段跳び 第5位
以上5名県大会出場

静岡県高校新人陸上競技選手権（9月21日、22日）
大串秋登 男子800m 第8位

漕艇部
静岡県新人体育大会二次予選
女子シングルスカル 第6位

2年 池田 迪（湖西中）
男子シングルスカル 準決勝進出

2年 外山 歩（三ヶ日中） 2年 中村快斗（湖西中）

バドミントン部
静岡県高校新人バドミントン選手権西部予選
女子1年シングルス （9月16日）

1年 河合邑香（舞阪中） ベスト32
1年 山本莉子（舞阪中） ベスト32

女子1年ダブルス（9月23日）
河合邑香・山本莉子 第6位 県大会出場

ダブル開催！！
第9回浜名湖ベースボールカップ

日時：11月9日（土）、10日（日） 会場：湖西球場

１０日（土） 第1試合 新 居 vs 浜松商業

第2試合 横 浜 vs 浜松商業

第3試合 横 浜 vs 湖 西

１１日（日） 第1試合 横 浜 vs 新 居

第2試合 横 浜 vs 白 山（三重）

第3試合 湖 西 vs 白 山

11月16日（土） 予選リーグ 湖西球場
第１試合 オイスカ vs 湖 西
第２試合 浜松湖北 vs 浜松湖南
第３試合 浜松湖東 vs 新 居

１1月17日（日）
決勝リーグ 湖西球場
敗者リーグ 湖西高校

（予備日 23日（土））

※試合開始予定

第1試合 9：30

第2試合12：00

第3試合14：30

※試合開始予定

第1試合 8：45

第2試合11：15

第3試合13：45


