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あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。

（ヨハネによる福音書8章32節）
2021年度
年 間 聖 句 You shall know the truth, and the truth shall make you free.(John 8:32)
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漁師たちは、舟から上がって網を洗っていた。
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オンラインフェスは
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創立１１０周年を迎
☆第３位 末永英大選手（全国高校総体 男子個人戦）
ル楽曲のＰＶが初公開 これまでと同様に、熊
･
えました。
☆第３位 吉永碧衣選手（全国中学柔道 女･子 ㎏ 級）
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島襄
（同志社大学創立者）
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立趣意書の中で、中国の
『管子』を引用してこ
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だきます。さらに、ゴ 別募金のご案内を学院
８月 日㈭、
う 記していま す。「 諺に曰 く、
一年の謀ごとは
リケン＝町田健一郎さ ホームページ（リンク） 総合スポーツセンター ＬＳＯＫぐんまアリー
穀を植ゆるに在り、十年の謀ごとは木を植ゆ
によるワ に掲載しています。こ で行われた全国高等学 ナで行われた全国中学 るに在り、百年の謀ごとは人を植ゆるに在り
ん
（Ｓ 回卒）
と。蓋し、我が大学設立の如きは、実に一国百
ンマンライブなど、充 ちらも引き続き皆さま 校総合体育大会剣道競 校体育大会柔道競技女
年の大計よりして止む可からざる事業なり」
実した内容のフェスと のご協力をたまわりま 技男子団体戦で、高校 子個人戦 ㎏ 級で吉永
初代院長となる遠山参良は少年期、
当時の
なっています。ぜひご すようお願いします。 剣道部が３大会連続９ 碧衣選手（３年）が３
熊本洋学校で学んだ後、
開校間もない同志社
英学校に移り、新島からキリスト教に基づく
学院では１１０周年 度目の優勝を果たしま 位入賞、８月 日㈮に
覧いただきますようお
良心教育の薫陶を受けます。現在、同志社の
記念誌を 月に刊行し した。準々決勝の岩田 長野運動公園総合市民
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は個 ４位入賞するなど、健
のです。その頃ブラウン宣教師は、
ミッション
ンス動画（事前収録） を証しする一助となる 人戦でも３位入賞の活 闘しました。
スクールを熊本に設立しようと奔走していま
九州学院開校の１９１１年、
彼の熱意と
や各界で活躍中の卒業 ことを願っています。 躍をしました。
高校は 部（剣道・ した。
強い要請に応えて、遠山は夏目漱石の後任と
生からの１１０周年を
８月 日㈯、とどろ 柔道・空手道・自転車
●本記事記載内容につきま
し
て
勤
め
ていた旧制第五高等学校
（現在の熊
しては今後の状況その他
きアリーナ（神奈川） 競技・陸上競技・水泳・ 本大学）
祝うメッセージ動画を
の職を辞して、九州学院初代院長に
の理由により変更となる
就任するのでした。
場合がございます。
で行われた全国中学校 バスケットボール・ハ
先行でご覧いただける
遠山院長が、
九州学院の校訓
「敬天愛人」
と
体育大会剣道競技男子 ンドボール・チアダン
教育目標
「自分で自分を監督して役に立つ善
団体戦で、中学校剣道 ス・ 書 道・ 放 送 ）
、中
人になれ 」を 制 定 するに至るには、特に教 育
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部が４大会連続９度目 学校は２部（剣道・柔
響を及ぼしていたに違いありません。時を経
の栄冠に輝きました。 道）が全国大会に出場
て今、
３万４０００人以上もの前途有為な卒
高校生の先輩に続き見 しました。大会開催に
業生を輩出してきた九州学院は、
特別な連携
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20

｢第２世紀 の 歩み｣

62

11

12

新型コロナウイルスの感染拡大の波が
次々と起こり、既に1年半が経過しました。
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私たちが何をしたらよいのか。
聖書は、夜通し働いても何の成果もあげることができなかった
漁師たちの姿を伝えます。彼らは、何の成果も上がらずに、がっ
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空しさを押し殺して、次のための準備をするのです。その準備の
時にイエスと出会います。そして、イエスの教えを聞き、「（もう
一度）沖に漕ぎ出して網を降ろし、漁をしなさい」という言葉を
聞きます。彼らの専門的な知識や感覚からすれば、漁には不向き
の時となり、何も捕れないことがわかっています。しかし、「お言
葉ですから」とイエスの言葉を聞いて舟を漕ぎだし、漁をします。
聖書は、その後、この漁師たちがイエスの弟子となったことを伝
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でしたが、実施できた

感染対策徹底の１日

開通したばかりの新阿

り体験教室、買い物な

催しました。今回も総

●中学校●
〔会長〕

合体育館や３号館ホー
〔会長〕

〔副会長〕

内田 千景（２年）
〔副会長〕

因幡 百葉（２年）
〔書記・会計〕

上野 恋花（１年）

〔書記〕

福留 伊織（１年）

佐藤 大和（２年）
〔会計〕

宜しくお願いします！

坂口 絢音（１年）

久原 美薫（１年）

府内 亜美（２年）

内田 悠誠（１年）

神田鈴太朗（１年）

村松 慶多（２年）

来海 涼友（２年）

●高等学校●

最後は阿蘇ファーム

立会演説会は映像中継で実施

うお祈りいたします。

ラスごとにガイドさん

館を見学しました。ク

続いて阿蘇火山博物

のみのご来場とさせて

され、福原さんは平和

義なものとなりますよ

ことを聞き取り調査で

を巡るスタンプラリー

プロジェクトは一旦

17

中学３年生１日研修
旅行で思い出づくり

いただきましたが部員

に対する思いの深さや

広 島 日･ 本 の 市 民 の 声

※中学時代の競技活動を証明する ｢スポーツ競技歴調書｣
を他の提出書類と併せて提出すること。
※野球部は1月実施の入試に合格した者のみ入部可。
【試験教科】国語･数学･英語（リスニング含む）・個人面接
【特典】奨学生の合格点以上を得点した者は、その得点に
応じて、奨学生Ａ･Ｂ･Ｃの合格者の資格を認め、そ
れぞれの特典を与える。
【備考】合格者はアスリート クラス所属となる。
●一般生［入試日：2022年2月16日㈬］
【試験教科】国語･社会･数学･理科･英語（リスニング含む）

活動参加への熱意や意

福原さんは１年生の

①核兵器廃絶と世

では、相手や場面に応
について教えていただ

ときから「核兵器廃絶

る、③核兵器廃絶に向

７月

海外の大学で学ぶこと
前半は企業説明が、後
ピソードは、九州学院
めた荒木美柚さん（Ｓ

代表選出は第 代を務

じた挨拶の使い分けを
ホールで開催しました
ます。ご来場誠にあり

と平和な世界の実現を

日 ㈪、ア メ リ

のメリットをお話しし
半は班に分かれての交
１００周年記念・歴史

分かりやすく教えてい
き、自らの進路や将来

めざす『高校生１万人

回卒）以来です。

ただき、生徒たちは生
がとうございました。

野球・空手道・陸上・水泳・柔道・剣道・卓球・ラグビー・
サッカー・ハンドボール・バスケットボール・バドミントン・
自転車・ボクシング

一同運営から演奏まで

終了しますが、次代メ

71

準備してきたことを十
野菜アクセサリーの製

知りました。話し合い

イ ベ ン ト『 コ カ リ ン

作と販売、であります。 ンバーがさらに活躍し

の結果、特に若い世代

御礼申し上げます。

ウドファンディングのお

に商店街をもっと訪ね

ピック』の開催、⑤ 商店

報告と御礼（チーム代表：木村心咲）

20

街の野菜を用いた押し

27

高校生による子飼商店街活性化プロジェクト

九州学院高校吹奏楽部

2022年度生徒募集情報

定期演奏会「第８回ブ

●奨学生（Ａ・Ｂ・Ｃ）
［入試日：2022年1月19日㈬］
【試験教科】国語・社会・数学・理科・英語（リスニング含む）
【特典】
奨学生Ａ…入学時納入金100,000円を免除し、授業料・
教育充実費・施設設備費の負担もない。特に
優秀な若干名には九州学院ナルドの壺基金よ
り月額10,000円（自宅外生は月額20,000
円）を授与する。
奨学生Ｂ…入学時納入金のうち、50,000円を免除する。
奨学生Ｃ…入学時納入金のうち、20,000円を免除する。
【備考】奨学生Ａ・Ｂ・C合格者は、「プログレス クラス」、
「アドバンス クラス」両方の資格を有しており、新
入生登校日にどちらのクラスに入るか選択する。
●専願生［入試日：2022年1月19日㈬］
【試験教科】国語･社会･数学･理科･英語（リスニング含む）
【特典】奨学生の合格点以上を得点した者は、その得点に
応じて、奨学生Ａ･Ｂ･Ｃの合格者の資格を認め、
それぞれの特典を与える。
●専願生（アスリート クラス推薦）
［入試日：2022年1月19日㈬］
※次の指定14競技の体育活動推薦。男子のみ受験可。

について深く考えるよ

７月

ていただきました。続
流がそれぞれ行われま

ナガサキ ピ･ース メ･ッ

いて行われたレベッカ
した。交流では、働く

第８回ブラウン メ
･ モリアル コ
･ ンサート
２年ぶり開催の御礼（高校吹奏楽部より）

24

い契機となりました。

24

きた英語表現に触れる

23

ことができました。

29

てもらう多様な企画を

26

九中
コーナー

20

20

26

考案、実行しました。

45
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九学同窓会だより

関わったことは特筆す
何 と 言 っ て も、 日

べきことです。
本オリンピック委員会
て山下泰裕氏（Ｓ 回・

（ ＪＯＣ）の会長とし
名誉卒業生）が重責を
担い、直前まで今年も
開催が危ぶまれ、問題
が山積する中で東京オ

きな感動を与えま
しまし た。これまでに

と夢づくり賞」を 受 賞

４人目となる「くまも
誉ある賞です。

監督が受賞している名

高校剣道部と米田敏郎

オ リンピックの

０１２ 年ロン ドン

の小 山 薫 堂 氏、２

放送作家、脚本家

した。

開催に先立ち、
日に福島を出

発し た リレーの聖

月
パラ リンピックの
金メダリスト浦田

ゴールボール女 子

日に

熊本に入りました。そ

月

の際、モスクワ五輪日

火は、

パラリンピックには
本代表木庭浩一ボクシ

働きをしました。
車いす女子バスケット
、
ング部監督
（Ｓ 回）

は高さとスピードに勝

が出場しました。日本
パリコレのデ ザイ ナ ー

の二人のオリンピアン、

の末續慎吾氏
（Ｓ 回）

九州学院創立１１０周年

月 日に記念式典
り今年も大同窓会をは

コロナ禍の影響によ

タイルフェス」が配信

た「２０２１年ＫＧス
じ め 各 地 域 の 同 窓 会、 され、 月 日の「創
会は殆ど開かれません

回）
、 学年、職域などの同窓

ることが出来ます。

典」などはライブで見

立１１０周年記念式

回）を 始 め、松 岡

理恵氏、九州学院

ボールの日本代表とし
て安尾笑選手
（Ｓ 回） 北京五輪銀メダリスト

る列強の外国チームを

田山淳朗氏
（Ｓ

でしたが、九州学院創

同窓生が心をひとつ

三角雄介氏
（Ｓ

隆志氏
（Ｓ

回）
、松本啓佑氏

立１１０周年の記念式

ま す。 な お、

の喜びを祝いましょう。

回）
、野村
（Ｓ

州 学 院 ブ ラ ウ ン・メ モ

月

にして 創 立１１０周 年

回）
な

リ ア ル・チ ャ ペ ル 」 に

人の九学同窓

典は

日
（金）「 九
ど

和矢氏
（Ｓ

生が聖火トーチを

少人数の参加

記念祝賀会は

者で開催され

繋いだことは 素 晴
な お、村 上 宗 隆

中止となりま

らしいことです。
選手は東京五輪で

チャペル成人
式は後日決定

恒例の若手の会主管

森崎氏は先天性の難病「ウル

言・まん延防止等重点

度話し合いを行い、そ

同窓会常任幹事会で再

め母校に大きく貢献しました。10年前の高校三年生の時

勝てたことが素直にうれしい」と喜びを語りました。

現在は呼吸を助けるマスクも必要となりましたが「次は

月 日、２学期中

の奨学生と給費生を励

ます会が開催され、中

高生（今年度は 人が

有資格者）
・同窓会役

員をはじめ多くの学院

名が出席しました。

関係者・教職員など約

阿 部 院 長、 青 山 同

窓会育英院長等の挨拶

の後は昨年と同じよう

にコロナ感染拡大防止

のために弁当だけが配

布される簡素な会とな

りました。奨学生と給

費生の奮起に期待しま

１年、学院創立 周年

【制度の歴史】１９８

******************

す。

い」と抱負を語る姿は私たちに勇気と希望を与えます。今後

を機に若手を中心に同

窓 会 新 制 部 会 を 結 成。

同部会の事業の一環と

して１９８３年に育英

を原資として事業を展

州学院ナルドの壷基

金」に組み入れ。奨学

生のうち特に秀でた者

に育英奨学金の支給を

行っている。

くの同窓生からの基金 「九学同窓会だより」
文責・小手川 勲

奨学生制度を制定。多

開。２０１４年より
「九

〜今年も弁当はお持ち帰りで〜

奨学生を励ます会を開催

王の森崎盛一朗五段（S64回）

間考査終了後、３号館

す熊日会館で行われ、県アマ棋

の
「九学チャペル成人式」 ホールにおいて今年度

が今年はコロナ禍の影

響で中止となったこと

は大変残念でした。現

在、若手の会が来年の

同成人式の開催につい

ての話し合いをしてい

ます。熊本市主催の成

人式は現在のところ開

催が予定されています

ので、今のところチャ

ペル成人式は開催の方

向ですが現在は未定で

す。状況を鑑みながら

後日決定次第ご報告い

たします。

措置は解除されたとは

追って同窓会のホー

た同窓会拡大正副会長

ムページ等で報告させ

の後に決定されること
を見る必要があるので

になります。
はないかということに

いえ開催の準備開始の
親会の開催の可能性な

て頂きますので宜しく

間際までもう少し様子
どについて話し合いま

なりました。 月上旬

のさらなるご活躍を共に祈りましょう。

東京２０２０
オリンピック・パラリンピック

日、 月 日〜 月

九学同窓生が大活躍
世界的なコロナ禍の
日にかけてそれぞれ

順 次 開 催 さ れ ま し た。 リンピックを成功裏に

影響で一年延期となっ
た東京２０２０オリン

しいことです。
また、ヤクルトの村
回）

が「 侍 ジ ャ パ ン 」 の

上 宗 隆 選 手（ Ｓ
チーム最年少 歳なが
ら全試合に 番・三塁
で出場し、米国との決
勝戦では値千金の本塁
打を放ち日本の金メダ
ルの立役者となり、表
彰式で山下会長から村
上選手にメダルが授与
されたシーンは同窓生
にとってはたいへん誇

の活 躍 と入 団２年

月 日か

した。
ら公開される
イ ト（ www.
kgonlinefes.
） で、 卒
com
業生等による

音楽や漫才な

催）三番勝負の第2局がびぷれ

０２２大同窓会総会懇

日に開かれ

２０２２大同窓会懇親会の開催は未定

どで構成され

後 名 人 戦（ 熊 本 日 日 新 聞 社 主

した。その結果、 月

全国大会で優勝することが目標。俯瞰して指す力を磨きた

松木氏は1980年スペイン留学中に拉致され、現在も
北朝鮮に抑留。 弟の信宏氏（S43回）が家族会で活動
中。

6月13日、将棋の第68期肥

お願い致します。

に肥後名人へ初挑戦して以来の大きな目標を達成し「今は

北朝鮮拉致被害者
松木薫氏（S24回）の救出を

森崎五段（S64）が新肥後名人に
会において、来年の２

月

を送りながら九州学院時代には将棋の各大会で好成績を収

54

藤本聖二役員（S34）

に予定されている定例

末をもって緊急事態宣

人となりました。

13

祝

11

19

が上田克美三段を破り肥後名

10

80

らしい話題となりまし

15

いることがたたえられ、 特設ウェブサ

5

6

＊写真＊乾信一郎（左）、
横溝正史（右）＝
１９６５年 月 日
（くまもと文学・歴史館提供）

直孝・二松学舎大教授は話しています。

12

た。藤本聖二Ａ級審判

院の敬愛寮の前身の学生寮を舞台にした小説「敬天寮

2022

5
28

目から熊本地震で被災

テリー小説などの翻訳も数多く手がけました。九州学

11

3
25
47

終わらせることが出来

戦中、戦後を通してお互いの文筆活動を支え合う、信

5

し た 熊 本 城への寄 付 を

これだけの発見は事件」と横溝研究の第一人者、山口

24

書簡が書かれたのは1949 〜 1979年頃で、二人は

この一大イベントに多

8

本名上塚貞雄）に宛てた、推理作家の横溝正史氏の自

51

34

58

相手に大健闘し、メダ

ユーモア小説、動物小説を多く書き、探偵小説やミス

リッヒ病」を患い車いすの生活

70

23

25
51

7

ルは逃したものの安尾

横溝氏のまとまった書簡が見つかるのは国内では初

8

されました。

ピック・パラリンピッ

で開かれた「没後40年 横溝正史展」でそれらが公開

たことはたいへん喜ば

が、この夏、くまもと文学・歴史館（熊本市中央区）

くの九州学院同窓生が

筆書簡240通が昨年新たに見つかり話題となりました

クは、 月 日〜 月

九学OBの作家乾信一郎氏（旧中９回・1924年卒/

64

シング連盟から技術役

ト」
「コロの物語」などNHK連続放送劇の脚本を手がけ、

19

11

は日本ボク
員
（Ｓ 回）

の書簡の中で明かされています。 乾氏は戦後「青いノー

に入賞し、観る人に大
めてで、
「横溝の歩みのドキュメントのような書簡です。

5 8

28

70

続け復興を後押しして

した理由、「悪魔が来りて笛を吹く」の舞台裏などがそ

11

14

7

横溝正史が乾信一郎（旧9回卒）
に
宛てた240通の書簡

山下泰裕会長（S28）
村上宗隆選手（S70）
安尾笑選手（S64）

21

8

選手の活躍もあり 位

横溝氏は金田一耕助で知られる有名な人気作家です

11

10

34

員に選ばれ、裏方とし

が、トリックへのこだわりや「獄門島」で文体が変化

て大会を支える貴重な

の君主たち」は特に有名です。

9

九学の先輩山下JOC会長から金メダルを授与される村上選手

頼し合う仲でした。

19

9
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▽４×２００ｍフリーリレー
１位 霍本 大雅（３年）
１位 永野 結笑（１年） ▽男子個人１００㎏ 超級
橋本 希美（２年）
１位 濵﨑 龍真（３年）
瀬津菜々美（２年）
２位 牧野 泰晟（２年）
岡﨑 万智（３年） ▽女子個人 ㎏ 級
▽４×１００ｍメドレーリレー
３位 霍本 夕佳（３年）
２位 奥村くらら（１年） ▽女子個人 ㎏ 級
小川
凛（１年）
３位 國岡 真優（１年）
長森 流楓（２年） ▽女子個人 ㎏ 超級
瀬津菜々美（２年）
３位 益田 実夢（１年）
熊本県高等学校水泳選手権
九州ジュニア柔道体重別選
（新人戦）
大会 （９月４日） 手権大会熊本県予選
〈アクアドームくまもと〉
（６月６日）
【男子】
〈八代市総合体育館〉
▽１００ｍ 自由形
▽男子個人 ㎏ 級
１位 若杉 拓翔（２年）
２位 渕田 麗勝（３年）
▽２００ｍ 自由形
▽男子個人 ㎏ 級
１位 若杉 拓翔（２年）
１位 松村優羽奈（３年）
２位 三井 隆太（１年） ▽男子個人１００㎏ 超級
▽４００ｍ 自由形
１位 濵﨑 龍真（３年）
１位 仲光 陸遥（１年）
２位 牧野 泰晟（２年）
２位 三井 隆太（１年） ▽女子個人 ㎏ 級
▽１００ｍ 背泳ぎ
３位 霍本 夕佳（３年）
２位 津地 佑輔（１年） ▽女子個人 ㎏ 級
▽２００ｍ 背泳ぎ
２位 國岡 真優（１年）
１位 津地 佑輔（１年） ▽女子個人 ㎏ 超級
３位 黒木 優大（１年）
２位 益田 実夢（１年）
▽１００ｍ 平泳ぎ
九州ジュニア柔道体重別選
１位 浦中 康生（２年） 手権大会
（７月４日）
▽２００ｍ 平泳ぎ
〈福岡武道館〉
１位 浦中 康生（２年） ▽男子個人１００㎏ 超級
３位 岡﨑 一心（１年）
２位 濵﨑 龍真（３年）
▽１００ｍ バタフライ
全国高等学校柔道大会
１位 大久保和温（１年）
（８月６日〜 日）
２位 中川 大夢（２年） 〈長野県長野市〉
▽２００ｍ バタフライ
▽男子団体 ベスト
１位 仲光 陸遥（１年） ▽男子個人 ㎏ 級
２位 中川 大夢（２年）
ベスト
田中愛斗
（３年）
３位 大久保和温（１年） ▽男子個人１００㎏ 超級
▽４００ｍ 個人メドレー
ベスト
濵﨑龍真
（３年）
３位 黒木 優大（１年）
男子陸上競技部
【女子】
▽２００ｍ 自由形
熊本県高校総体
１位 長森 流楓（２年）
（５月 日〜 日）
２位 橋本 希美（２年） 〈えがお・健康スタジアム〉
▽４００ｍ 自由形
▽４００ｍ
１位 瀬津菜々美（２年）
優勝 中村理一郎（３年）
２位 橋本 希美（２年） ▽１５００ｍ
▽１００ｍ 背泳ぎ
優勝 永井
駿（３年）
１位 奥村くらら（１年）
３位 横尾
皓（３年）
▽２００ｍ 背泳ぎ
４位 竹割
真（３年）
１位 奥村くらら（１年） ▽５０００ｍ
▽１００ｍ 平泳ぎ
優勝 永井
駿（３年）
２位 小川
凛（１年）
３位 竹割
真（３年）
▽１００ｍ バタフライ
５位 村上 直弥（２年）
１位 長森 流楓（２年） ▽１１０ｍ Ｈ
▽２００ｍ バタフライ
優勝 村中 洸樹（３年）
１位 瀬津菜々美（２年） ▽４００ｍ Ｈ
３位 小川
凛（１年）
３位 小林 亮太（３年）
▽３０００ｍ ＳＣ
柔道部
優勝 黒木 陽向（３年）
２位 宮本 哲汰（３年）
熊本県高校総体
３位 永本
脩（２年）
（５月 日〜 日）
▽４×１００ｍ Ｒ
〈山鹿市総合体育館〉
５位 村中 橋本 中村
▽男子団体 １位
澤井
▽女子団体 ３位
▽４×４００ｍ Ｒ
▽男子個人 ㎏ 級
５位 小林 澤井 橋本
１位 渕田 麗勝（３年）
中村
▽男子個人 ㎏ 級
１位 高井 陽平（２年） 第 回全国高等学校陸上競
▽男子個人 ㎏ 級
技対抗選手権大会南九州地
３位 工藤
純（３年） 区予選大会
▽男子個人 ㎏ 級
（６月 日〜 日）
１位 田中 愛斗（３年） 〈えがお・健康スタジアム〉
２位 松村優羽奈（３年） ▽１５００ｍ
▽男子個人１００㎏ 級
３位 竹割
真（３年）
7
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13
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３位 田尻 千明（３年）

柔道部

60

66

73

19

25

18

20

〈熊本市植木弓道場〉
▽男子団体出場

27

81

水泳部

熊本市中体連
（６月 日・ 日）
〈富合中〉
▽男子団体 １位
▽女子団体 １位
▽男子個人 ㎏ 級
３位 村上虎之介（３年）
▽男子個人 ㎏ 級
３位 村上 希龍（３年）
３位 横山 龍太（２年）
▽男子個人 ㎏ 級
１位 坂田 有杜（３年）
２位 杉本 峯晟（３年）
▽男子個人 ㎏ 級
１位 野住 将一（３年）
２位 前田 禄信（２年）
３位 楠本 夢人（１年）
▽男子個人 ㎏ 超級
１位 高倉 菖悟（２年）
▽女子個人 ㎏ 級
１位 赤星 凛咲（２年）
２位 野住はるか（１年）
▽女子個人 ㎏ 級
１位 吉永 碧衣（３年）
３位 石橋 菜々（１年）
▽女子個人 ㎏ 級
３位 本田 遥香（３年）
▽女子個人 ㎏ 級
１位 八石 羽菜（３年）
▽女子個人 ㎏ 超級
１位 鳥飼 紅葉（２年）
熊本県中体連
（７月 日・ 日）
〈山鹿市総合体育館〉
▽男子団体 １位
▽女子団体 １位
▽男子個人 ㎏ 級
３位 坂田 有杜（３年）
▽男子個人 ㎏ 級
３位 前田 禄信（２年）
▽男子個人 ㎏ 超級
１位 高倉 菖悟（２年）
▽女子個人 ㎏ 級
３位 赤星 凛咲（２年）
▽女子個人 ㎏ 級
１位 吉永 碧衣（３年）
▽女子個人 ㎏ 級
３位 本田 遥香（３年）
▽女子個人 ㎏ 級
２位 八石 羽菜（３年）
▽女子個人 ㎏ 超級
２位 鳥飼 紅葉（２年）
九州中学校柔道大会
（８月６日・７日）
〈山鹿市総合体育館〉
▽男子団体 出場
▽女子団体 出場
▽女子個人 ㎏ 級
１位 吉永 碧衣（３年）
全国中学校柔道大会
（８月 日〜 日）
〈群馬県前橋市〉
▽男子団体 出場
▽女子団体 ５位
▽女子個人 ㎏ 級
３位 吉永 碧衣（３年）

英語

17

第 回ＩＥＣ英語暗誦大会
（８月７日）
〈桜十字ホールやつしろ〉
２位 福留 伊織（１年）
２位 古閑 莉乃（２年）
２位 松永リベカ（３年）

20

中学

25

90

野球部

12

４位 永井
駿（３年）
５位 横尾
皓（３年）
▽５０００ｍ
２位 永井
駿（３年）
４位 竹割
真（３年）
▽１１０ｍ Ｈ
５位 村中 洸樹（３年）
▽３０００ｍ ＳＣ
３位 黒木 陽向（３年）
５位 宮本 哲汰（３年）
▽４×４００ｍ Ｒ
５位 橋本 澤井 小林
中村
（３年）

26

女子陸上競技部

第 回熊本県ジュニア長水
路水泳競技大会（５月 日）
第 回九電旗少年軟式野球
熊本県大会
（５月８日） 〈アクアドームくまもと〉
〈城南総合スポーツセンター 【男子 歳以上】
野球場〉
▽１００ｍ バタフライ
ベスト８
６位 四月一日大弥
（３年）
熊本市中体連
▽２００ｍ バタフライ
〈水前寺球場〉 （６月 日）
１位 四月一日大弥
（３年）
１位
▽２００ｍ 背泳ぎ
熊本県中体連
３位 大澤 侑生（２年）
〈水前寺球場〉 （７月 日） 【女子 歳以上】
▽２００ｍ 自由形
４位 田尻 千明（３年）
▽４００ｍ 自由形
３位 田尻 千明（３年）
▽１００ｍ 背泳ぎ
４位 福田陽菜花（３年）
▽２００ｍ 背泳ぎ
２位 福田陽菜花（３年）
▽１００ｍ バタフライ
２位 田上 由菜（３年）
▽４００ｍ 個人メドレー
２位 田上 由菜（３年）
第 回熊本県中学校水泳競
技大会 （６月 日・ 日）
〈アクアドームくまもと〉
【男子】
▽１００ｍ 自由形
５位 四月一日大弥
（３年）
▽２００ｍ バタフライ
２位 四月一日大弥
（３年）
▽１００ｍ 背泳ぎ
６位 大澤 侑生（２年）
▽２００ｍ 背泳ぎ
３位 大澤 侑生（２年）
【女子】
▽２００ｍ 自由形
４位 田尻 千明（３年）
▽４００ｍ 自由形
２位 田尻 千明（３年）
▽２００ｍ 背泳ぎ
１位 福田陽菜花（３年）
熊本県選手権水泳競技大会
兼国体予選会
（６月 日・ 日）
〈アクアドームくまもと〉
【女子】
▽８００ｍ 自由形
２位 田尻 千明（３年）
▽２００ｍ 背泳ぎ
３位 福田陽菜花（３年）
熊本県中学校総合体育大会
水泳競技大会
（７月 日・ 日）
〈アクアドームくまもと〉
【男子】
▽４００ｍ 自由形
５位 四月一日大弥
（３年）
▽２００ｍ バタフライ
３位 四月一日大弥
（３年）
【女子】
▽４００ｍ 自由形
３位 田尻 千明（３年）
▽８００ｍ 自由形
２位 田尻 千明（３年）
▽２００ｍ 背泳ぎ
２位 福田陽菜花（３年）
▽２００ｍ 個人メドレー
４位 福田陽菜花（３年）
令和３年度九州中学校体育
大会
（８月５日）
〈ひなた宮崎県総合運動公園〉
▽８００ｍ 自由形

30

24

48

23

26

３位
熊本県高校総体
（ 月 日〜 日）
剣道部
〈えがお・健康スタジアム〉
熊本市中体連
▽１００ｍ Ｈ
（６月 日・ 日）
優勝 鳥丸 沙葵（１年）
〈城南スポーツセンター〉
▽４×１００ｍ Ｒ
▽団体 １位
６位 坂井 川内 小山
▽個人代男
鳥丸
１位 河野 悠斗（３年）
高校英語
２位 山元 隆太（３年）
▽個人代女
ＩＥＣ国際文化教養大学校
２位 北山 凛桜（２年）
第 回総合英語暗誦大会
▽２年男子
（８月７日）
３位 米田寛太郎（２年）
〈桜十字ホールやつしろ〉
▽１年男子
▽高校２・３年の部
１位 石橋 智紀（１年）
２位 磯田 大翔（２年）
３位 亀井 響紀（１年）
３位 江島菜々香（２年）
熊本県中体連
（７月 日・ 日）
合唱部
〈城南スポーツセンター〉
第 回ＮＨＫ全国学校音楽
▽団体 １位
コンクール熊本県コンクール
▽個人代男
〈熊本県立劇場〉
（８月３日）
１位 山元 隆太（３年）
銀賞
２位 河野 悠斗（３年）
令和３年度熊本県合唱コン
▽個人代女
クール
２位 北山 凛桜（２年）
〈熊本県立劇場〉
（８月８日）
▽１年男子
金賞
１位 石橋 智紀（１年）
３位 亀井 響紀（１年）
器楽（個人）
全国中体連
（８月 日）
第 回熊本県高等学校器楽
〈神奈川とどろきアリーナ〉
コンクール
（７月 日）
▽団体 １位
〈八代市鏡文化センター〉
ハンドボール部
▽日本音楽部門 独奏の部
金賞（１位）
熊本県中体連 （７月 日）
川元 柚乃（１年） 〈松島アロマ体育館〉
※来年５月に開催される第
２回戦進出
回熊本県高等学校総
弓道部
合文化祭日本音楽独奏
部門への出場を推薦され
第 回熊本県中学生弓道大
ている。
会
（６月 日）
〈熊本市植木弓道場〉
吹奏楽部
▽男子団体 ３位
第 回熊本県吹奏楽コン
▽個人
クール
（７月 日）
２位 下田 貴文（２年）
〈 熊 本 県 立 劇 場 コン サ ー ト
熊本市中体連 （６月 日）
ホール〉
〈熊本市植木弓道場〉
金賞
▽男子団体 １位
▽女子団体 ３位
放送部
▽個人学校代表の部
第 回全国高等学校総合文
１位 片岡 太雅（３年）
化祭 紀の国わかやま総文
３位 齊木 俊将（３年）
２０２１
▽個人１・２年生の部
（ 月 日〜８月６日）
１位 下田 貴文（２年）
〈和歌山県〉
２位 北里
蒼（２年）
▽朗読部門
熊本県中体連 （７月 日）
出場 中川透央子（３年） 〈熊本市植木弓道場〉
▽男子団体 ２位
▽個人１・２年生の部
２位 下田 貴文（２年）
第 回九州中学生弓道通信
大会
（８月１日）
46
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学友会活動成績
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日）
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日～ 月

29

月

7

10

（

高校
１位
令和３年度全九州高等学校
ハンドボール大会
空手道部
〈佐賀県〉
（６月 日）
中止
熊本県高校総体
（５月 日〜 日） 全国高校総体 （８月 日）
〈文徳高校体育館〉
〈福井県営体育館〉
▽男子個人形
ベスト
１位 松川 怜雅（１年）
ボクシング部
２位 本田 理貴（３年）
▽女子個人形
熊本県高校総体
１位 木原 愛菜（３年）
（５月 日〜 日）
３位 野中 紗和（１年） 〈熊本県立総合体育館〉
▽男子個人組手
【男子】
３位 本田 理貴（３年） ▽ピン級
▽女子個人組手
２位 楢林 順真（３年）
３位 村井
響（２年） ▽ライト級
▽男子団体組手
３位 水町 央雄（３年）
３位
【女子】
▽女子団体組手
▽ピン級
２位
３位 中村 里帆（３年）
全九州高校総体
▽ライトフライ級
１位 赤坂 暢花（３年）
（７月９日〜 日）
３位 渡
未有（２年）
〈別府アリーナ〉
▽フェザー級
▽女子個人形
１位 徳冨 翠恋（２年）
５位 木原 愛菜（３年）
全九州高校総体
チアダンス部
（６月 日〜 日）
全国高等学校ダンスドリル 〈 ＳＡＧＡサンラ イ ズパー
ク総合体育館〉
選手権大会九州大会
（かすやドーム）
（７月４日） 【男子Ｂパート】
▽ピン級
▽
部門
Song/Pom
Large
２位 楢林 順真（３年）
編成
【女子Ａパート】
１位
▽ライトフライ級
全国高等学校ダンスドリル
３位 赤坂 暢花（３年）
選手権大会
（８月１日）
（丸善インテックアリーナ）
バスケットボール部
▽ Song/Pom
部門 Large
編成
７位
熊本県高校総体（５月 日・
日、６月５日・６日）
〈星翔高校〉
優勝
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弓道部

３位 井手
葵（１年）
▽２００ｍ 個人メドレー
２位 仲光 陸遥（１年）
【女子】
▽４００ｍ 自由形
１位 瀬津菜々美（２年）
２位 橋本 希美（２年）
３位 永野 結笑（１年）
▽ ｍ 背泳ぎ
３位 奥村くらら（１年）
▽１００ｍ 背泳ぎ
１位 岡﨑 万智（３年）
２位 奥村くらら（１年）
▽２００ｍ 背泳ぎ
１位 岡﨑 万智（３年）
▽２００ｍ 平泳ぎ
３位 小川
凛（１年）
▽１００ｍ バタフライ
１位 長森 流楓（２年）
▽２００ｍ バタフライ
１位 瀬津菜々美（２年）
２位 長森 流楓（２年）
▽４００ｍ 個人メドレー
１位 瀬津菜々美（２年）
第 回全九州高等学校水泳
競技大会（７月 日〜 日）
〈鴨池公園水泳プール〉
【男子】
▽４００ｍ 自由形
１位 仲光 陸遥（１年）
▽１５００ｍ 自由形
１位 仲光 陸遥（１年）
▽１００ｍ 背泳ぎ
６位 森本 勇気（２年）
▽２００ｍ 背泳ぎ
６位 森本 勇気（２年）
▽２００ｍ バタフライ
５位 井手
葵（１年）
▽４×１００ｍフリーリレー
４位 森本 勇気（２年）
中川 大夢（２年）
津地 佑輔（１年）
若杉 拓翔（２年）
▽４×２００ｍフリーリレー
４位 森本 勇気（２年）
若杉 拓翔（２年）
仲光 陸遥（１年）
中川 大夢（２年）
▽４×１００ｍメドレーリレー
６位 森本 勇気（２年）
浦中 康生（２年）
大久保和温（１年）
若杉 拓翔（２年）
【女子】
▽２００ｍ 自由形
５位 永野 結笑（１年）
▽４００ｍ 自由形
１位 瀬津菜々美（２年）
３位 橋本 希美（２年）
６位 永野 結笑（１年）
▽８００ｍ 自由形
１位 瀬津菜々美（２年）
２位 橋本 希美（２年）
▽１００ｍ 背泳ぎ
３位 岡﨑 万智（３年）
▽２００ｍ 背泳ぎ
３位 岡﨑 万智（３年）
▽１００ｍ バタフライ
６位 長森 流楓（２年）
▽２００ｍ バタフライ
２位 長森 流楓（２年）
▽４×１００ｍフリーリレー
２位 永野 結笑（１年）
瀬津菜々美（２年）
長森 流楓（２年）
岡﨑 万智（３年）
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自転車競技部

▽１ＫＭタイムトライアル
１位 森本 勇気（３年）
２位 福永 隼人（２年）
堺 幹太郎（２年）
３位 宮本 寛大（３年）
大久保和温（１年）
▽４ＫＭ速度競走
中川 大夢（２年）
２位 德永 真粋（２年） ▽４×２００ｍフリーリレー
▽スクラッチ
１位 仲光 陸遥（１年）
３位 德永 真粋（２年）
若杉 拓翔（２年）
九州選手権自転車競技大会
中川 大夢（２年）
森本 勇気（３年）
（ 月 日〜 日）
▽男子総合優勝
〈久留米競輪場〉
年連続
▽チームパーシュート
【女子】
１位 福永 隼人（２年） ▽１００ｍ 平泳ぎ
▽１ＫＭタイムトライアル
５位 小川
凛（１年）
２位 福永 隼人（２年） ▽１００ｍ 背泳ぎ
全国高校総体
１位 岡﨑 万智（３年）
２位 奥村くらら（１年）
（ 月 日〜 日）
▽１００ｍ バタフライ
〈福井競輪場〉
１位 長森 流楓（２年）
▽チームパーシュート
２位 宮本・德永・福永・ ▽４００ｍ 個人メドレー
２位 田代 麻有（３年）
中原
▽４００ｍ 自由形
▽ケイリン
１位 瀬津菜々美（２年）
６位 宮本 寛大（３年）
２位 橋本 希美（２年）
▽１ＫＭタイムトライアル
３位 永野 結笑（１年）
７位 福永 隼人（２年）
▽４×１００ｍフリーリレー
▽学校対抗（トラック）
１位 橋本 希美（２年）
６位
瀬津菜々美（２年）
水泳部
長森 流楓（２年）
岡﨑 万智（３年）
熊本県高校総体
（５月 日・ 日） ▽８００ｍ 自由形
１位 瀬津菜々美（２年）
〈アクアドームくまもと〉
２位 橋本 希美（２年）
【男子】
▽２００ｍ 背泳ぎ
▽１００ｍ 平泳ぎ
１位 岡﨑 万智（３年）
１位 浦中 康生（３年）
２位 奥村くらら（１年）
３位 堺 幹太郎（２年）
▽２００ｍ バタフライ
▽１００ｍ 自由形
１位 長森 流楓（２年）
５位 若杉 拓翔（３年）
４位 田代 麻有（３年）
▽１００ｍ 背泳ぎ
１位 森本 勇気（３年） ▽２００ｍ 自由形
２位 永野 結笑（１年）
４位 津地 佑輔（１年）
５位 澤村 祐輔（３年） ▽２００ｍ 平泳ぎ
２位 小川
凛（１年）
▽１００ｍ バタフライ
１位 大久保和温（１年） ▽４×１００ｍメドレーリレー
▽４００ｍ 個人メドレー
１位 岡﨑 万智（３年）
１位 田中 尚汰（３年）
小川
凛（１年）
３位 米田
裕（１年）
長森 流楓（２年）
▽４００ｍ 自由形
瀬津菜々美（２年）
１位 仲光 陸遥（１年） ▽４×２００ｍフリーリレー
２位 井手
葵（１年）
１位 岡﨑 万智（３年）
３位 三井 隆太（１年）
小川
凛（１年）
▽４×１００ｍフリーリレー
長森 流楓（２年）
１位 若杉 拓翔（２年）
瀬津菜々美（２年）
三井 隆太（１年） ▽女子総合優勝（初）
中川 大夢（２年） 熊本県選手権水泳競技大会
森本 勇気（３年） 兼国体予選
（６月 日・ 日）
▽ ｍ 自由形
〈アクアドームくまもと〉
６位 若杉 拓翔（２年） 【男子】
▽１００ｍ 自由形
▽１５００ｍ 自由形
１位 森本 勇気（２年）
１位 仲光 陸遥（１年）
４位 三井 隆太（１年） ▽２００ｍ 自由形
２位 森本 勇気（２年）
６位 鈴木
煌（１年）
▽４００ｍ 自由形
▽２００ｍ 背泳ぎ
２位 仲光 陸遥（１年）
１位 森本 勇気（２年）
２位 澤村 祐輔（３年） ▽１５００ｍ 自由形
２位 仲光 陸遥（１年）
３位 津地 佑輔（１年）
▽１００ｍ 背泳ぎ
▽２００ｍ バタフライ
３位 森本 勇気（２年）
１位 井手
葵（１年）
２位 中川 大夢（２年） ▽２００ｍ 背泳ぎ
３位 森本 勇気（２年）
４位 中村 伊吹（３年）
▽１００ｍ 平泳ぎ
▽２００ｍ 個人メドレー
３位 浦中 康生（２年）
１位 田中 尚汰（３年）
３位 米田
裕（１年） ▽２００ｍ 平泳ぎ
２位 浦中 康生（２年）
▽２００ｍ 平泳ぎ
１位 浦中 康生（２年） ▽１００ｍ バタフライ
３位 仲光 陸遥（１年）
２位 堺 幹太郎（２年）
▽２００ｍ バタフライ
▽４×１００ｍメドレーリレー
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熊本県高校総体
（５月 日〜 日）
〈熊本市植木弓道場〉
▽男子団体 ２位
▽女子団体 ６位
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熊本県高校総体
（ 月 日〜 日）
〈久留米競輪場〉
▽チームパーシュート
１位 宮本・德永・福永・
船津
▽チームスプリント
１位 宮本・西島・鈴木
▽１ＫＭタイムトライアル
１位 福永 隼人（２年）
▽３ＫＭインディヴィデュ
アルパーシュート
１位 福永 隼人（２年）
▽４ＫＭ速度競走
１位 船津 光星（２年）
▽ポイント・レース
１位 福永 隼人（２年）
全九州高校総体
（ 月 日〜 日）
〈久留米競輪場〉
▽チームパーシュート
２位 宮本・德永・福永・
船津
▽３ＫＭインディヴィデュ
アルパーシュート
１位 福永 隼人（２年）
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剣道部
熊本県高校総体
（５月 日・ 日）
〈菊池市総合体育館〉
▽団体 １位
▽個人
１位 末永 英大（３年）
２位 山野 慎治（３年）
全九州高校総体（７月４日）
〈鹿児島吹上浜体育館〉
▽団体 １位
全国高校総体
（８月 日・ 日）
〈金沢市いしかわ総合スポー
ツセンター〉
▽団体 １位
▽個人
３位 末永 英大（３年）

ハンドボール部

29

熊本県高校総体（５月 日）
〈山鹿市総合体育館〉
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