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福岡西陵高等学校同窓会『西陵会』会報

★今年は特別会員、希望者、そして幹事期の方にも飛翔を郵送しています。
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寄 付 金 の お 願 い
　西陵会は、発足当時から永年入会費制度を採用し、卒業生の入会費を活動支援としてまいりました。会員数も15,000人を超
え、大所帯となっております。今後、母校支援をはじめとする活動資金を充実させるため、現役員会といたしましても、収入を増
やす方法を模索しているところでございます。そこに皆様のご理解とご支援を頂戴できれば幸いです。母校と在校生への支援、そ
して西陵会が未来に向かって繁栄していくことにご賛同いただけます方は、下記口座へご入金をよろしくお願いいたします。
＊尚、依頼人名の頭部に○○期 （例：24キ セイリョウ タロウ）と打電をお願いします。

振込先 ： 福岡銀行 福岡市庁内支店 普通預金 1047788
口座名 ： 西陵会会長 下川智紀 セイリヨウカイ カイチョウ シモカワトモノリ

恐れいりますがご出席の方は西陵会HPの「お問い合わせ」に期とお
名前、総会または懇親会出席とご記入の上、送信をお願いします。ま
た、出欠のハガキがお手元にある方はご記入の上返信してください。多
くの皆様のご参加をお待ちしています。(当日参加も大歓迎です！)
また昨年も大好評だった大抽選会！今年も豪華賞品をご用意していま
す。どうぞお楽しみに！！

日　時: 平成30年11月11日(日)

場　所: 佐賀ロイヤルゴルフ倶楽部

卒業生同士で晩秋のひと時を楽しみませんか？

西陵会ゴ
ルフ大会開催のご案内

第2回

お申込は西陵会ホームページまで

参加者大募集！！

懇親会では、プロで活躍する24期生 桜井雅彦
さんのバイオリン演奏も予定しています。24期
生の方や管弦楽部だった方なども是非お越しく
ださい。

日　時: 平成30年8月11日(土:祝日)　
　　　　定期総会16：00～
　　　　懇  親  会17：30～
会　場: ホテルモントレ  ラ・スール福岡
        （福岡市中央区大名2-8-27
　　　TEL 092-726-7111）
会　費: 特別会員／1～36期=4,000円
　　　　　　　　37～40期=2,000円
幹事期: 10期、20期、30期、40期

第37回定期総会は、
平成30年8月11日（土：祝日）

ホテルモントレラ・スール福岡で開催されます。

役　　職

会　長

副会長

会計

事業
（計画・実施）

広報・名簿

会計監査委員

　　　　　現役員

下川　智紀（８期生）〈２期目-１〉

林田　　竜（４期生）〈２期目-１〉

永利 みゆき（４期生）〈２期目-１〉

飯野　博之（１期生）〈３期目-２〉

岡松　聡子（１期生）〈３期目-２〉

岡崎　泰彦（１期生）〈４期目-２〉

原田　真司（８期生）〈２期目-１〉

野林　政隆（15期生）〈３期目-２〉

野﨑　大嗣（29期生）〈３期目-１〉

小斉　　勉（４期生）〈２期目-１〉

梅野　知子（４期生）〈３期目-２〉

大仁田 智子（４期生）〈３期目-２〉

江口　　健（９期生）〈１期目-２〉

　　　新規役員（選出）

　　西嶋　章乃（22 期生）

※西陵会会則 <第３章 役員> 第１０条１.　役員の任期は２カ年とする。役員の兼任及び
　再任を妨げない。 ただし、会長及び会計は、他の役員を兼任することはできない。  

被害対策委員長　　猪迫 広樹　（３期生）

○平成29年度監査報告

○役員紹介

平成30年度役員
（平成30年8月11日平成30年度総会にて承認予定）

西陵
会定期総会と懇親会のご案内

第37回

賛 助 広 告 募 集 ！

「飛翔」は毎年7月上旬に発行予定で、在校生、先生方、そして郵送希望の卒業生などに配布しています。またHPで

は過去の「飛翔」も掲載しています。

次回の会報に広告の掲載を希望される方は、西陵会HPのお問い合わせからお申込み下さい。ご協力お待ちしてい

ます！(1／8…税込５,０００円)

今回も賛助広告のご協力ありがとうございました。
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　会員の皆様におかれましては，日頃より同窓会活
動にご理解とご支援，ご協力を賜り心より感謝申し
上げます｡平成28年度より会長職を拝命しておりま
す8期生の下川智紀と申します。今年度も1名の新役
員の加入があり，他の役員とともに会員の皆様のご
期待に沿うべく，会員相互の親睦と母校の更なる発
展のために尽力させていただく所存でございます。
　さて，平成30年度も同窓会の組織力を高めるため
に，夏の懇親会を柱とした様々な事業において東京
支部や関西支部とも連携し，強固なネットワークづく
りを進めて参ります。また，同窓会活動の継続性を保
ちながら新しい視点や発想をもち，在校生会員への
学習環境支援や部活動支援などを含めた事業に役員

が一丸となって取り組んで参ります。
　昨年度に新たな試みとして企画いたしました「西
陵杯ゴルフコンペ」を今年度も開催いたします。
遙々，東京からお見えになられた会員の方もいらっ
しゃいました。是非とも多くの会員の皆様にご参加
いただけると幸いです。
最後に，進路実績及び部活動実績において近年，目
覚ましい成果を残しております母校の発展を同窓生
として大変嬉しく思うところでございます。これから
も福岡西陵高等学校の名が福岡県下のみならず，全
国にも益々響きわたることを切に願っております。
　今年度も会員の皆様のより一層のお力添えを賜り
ますようお願い申し上げます。

下川 智紀

　西陵会の会員の皆様，こんにちは。福岡市立福岡
西陵高等学校第１５代校長の相良誠司と申します。
本年度２年目となります。どうぞよろしくお願いしま
す。
　西陵会には，部活動奨励・西陵杯後援・勉強合宿
支援・国際交流助成・母校を磨こう等の母校支援を
していただいておりますことに，心より感謝申し上
げます。現在，第４３期の新入生を加えた総計９４
３名の生徒たちは，学習に部活動に学校行事にたい
へん精力的に取り組んでおり，大きな成果を挙げて

いるところです。速報ですが，平成２９年度進路実績
の概略についてお知らせします。 国公立大学３３名
合格，前年度より９名増。うち九州大学３名合格。西
南学院大学１１８名合格，前年度より３４名増。福岡
大学２４３名合格，前年度より２９名増と，躍進して
おります。
　私ども教職員一丸となって福岡西陵高校のさらな
る発展ために力を尽くす所存です。本年度も，在校
生支援・母校支援のほどどうぞよろしくお願いいた
します。

相良 誠司
（現学校長）

名誉会長

梅野硝子工業有限
会社

梅野 信（１期生）

代表取締役

〒814-0164　福岡市早良区賀茂 1丁目5-15
TEL092-871-1882 FAX092-871-1974
URL:http://www.bouhanglass110.com

博多の森どうぶつ病院

福岡市博多区青木１－１６－１９－５

院長　足立憲司

http://www.citydo.com/sp/092-626-1203

福岡空港・東平尾公園の近くです。

ＴＥＬ０９２‒６２６‒１２０３

慶弔スタンド

フラワーショップ

店長

〒814-0134　福岡市城南区飯倉1-3-19
TEL 092-821-8151　FAX 092-851-7806
e-mail:hanahana-sanui@nifty.com
URL:http://www.hanahana-sanui.com

（2期生）
旧姓：讚井

木 本 恵 子
ナーセリーさぬい

西陵会会長

生徒会長をしています、横山丈一郎です。「get over the 
story」のスローガンのもと文化祭へ向けて今生徒会では
準備をしている最中です。一つ一つの行事を成功へ向け
て準備をすると同時に、生徒会では挨拶に力をいれて取
り組んでいます。朝、部活動生が校門の前に立ち、登校
してくる人に大きな声で挨拶をします。このように元気
で明るい学校を創り、体育祭などで生きてくれば、今よ
りもっと理想のものが創れると思うので、継続して頑
張っていきたいと思います。

勉強、部活動、生徒会活動も含め、学校行事において重
要なことは、１００％の準備を怠らずやることです。その
結果、行事に参加した生徒全員が充実感と達成感を得
て、良い思い出として心に深く刻み込むことが行事の成
功だと考えています。そのようなものを創り上げるため
にも、我々生徒会役員は日々の準備を怠らず、リーダー
シップを発揮して、生徒全員を引っ張っていきたいと思
います。これからも進化し続ける福岡西陵高校をよろし
くお願いします。横山 丈一郎

生徒会長

創業100年の歴史と伝統のおいしいお米の専門店

山 口 米 穀 店
代表

〒810-0042 福岡市中央区赤坂3丁目13-39

山口　政哉

TEL 092-741-3987

　平成29年 8月11日(金:祝日)ホテルモントレ ラ・スール福岡にて第
36回西陵会懇親会が開催されました。暑さ厳しい中、たくさんの方に
ご出席していただき心より感謝申し上げます。美味しい料理をいただき
ながら懐かしい先生方や友人達との再会に笑顔いっぱい。豪華商品
の大抽選会も大変盛り上がりました。みなさまのおかげで楽しい時間
を作ることが出来ました。今年もどうぞお気軽にご参加ください。お待
ちしています。

★★★ 平成29年度  第36回西陵会懇親会のご報告 ★★★

平成29年度　第1回ゴルフコンペのご報告
平成29年11月5日日曜日、佐賀ロイヤルゴルフクラブにて、第一回西陵会ゴルフ大会が行われました。小春日和
の最高の天気に恵まれ、参加は12名（１期生2名、4期生4名、6期生4名、8期生
1名、17期生1名）うち女性の参加2名、楽しいラウンドになりました。そして、栄えある第一回の優勝者は、6期生
林武志さん準優勝は、4期生須藤隆さん、ベスグロ賞は、6期生坂本辰海さんです。来年も開催予定していますの
で皆様是非一度参加してみませんか。（告知は、ＨＰ・ＦＢのみです）
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17期生の小倉文子（旧姓：青栁）と申します。糸島半島先端の唐泊という漁村の出身です。今年41歳になり、高
校時代を本当に懐かしく思うようになりました。現在東京在住ですが、東京支部での同窓会、西陵会ゴルフコン
ペに積極的に参加させていただいております。
　高校時代は、正直何の目標もなく、面白みも何もない毎日を惰性のように過ごしていました。そのせいで、どこ
の大学にも入れず、親にお願いして入れてもらったビジネス専門学校で、やっと目が覚めました。周りは皆、商業
高校を卒業した、すでにある程度できる子達ばかりでした。大きく遅れをとった私は、死ぬほど勉強をしました。
おかげ様で、プロ野球の球団事務所（当時：㈱福岡ダイエーホークス）に経理社員として、学内で一番に就職が
決まりました。プロ野球の世界は本当にキラキラしていて、とても素晴らしい経験になりました。
　しかし、結局私には人生において明確な目標がなかったために、６年で球団事務所も退社し、その後フリーラ
イターとなり、32歳で結婚して東京に出るまで、福岡のテレビ局・出版社などと仕事をしていました。結婚するま
では、ずっと自分の人生に不安がつきまとっていました。まるで根無し草です。そんな私を救ったのは、学歴コンプ
レックスでした。実は、専門学校を卒業後もずっと勉強を続けていて、例えば、インテリアコーディネーター・照明
コンサルタント・小学校英語指導者資格など…資格の取得を続けていたのです。そこで、結婚後に取得した資格
が、心理カウンセラーの資格とメンタルコーチの資格でした。そのときに人生には明確な目標が必要だということ
を学び「これは世の中の多くの人たちに伝えていかなければ」と強く感じました。
 ということで、現在は、心理カウンセラー・メンタルコーチとして、東京品川を拠点に、全国に向けて活動をして
おります。クライアントは、子どもからシニアまで。皆さん目標を持つことで、人生をいい方向に、大きく変えてい
らっしゃいます。そのお手伝いをさせていただくのが私の仕事です。当時の高校生だった私に“もし”会いにいけた
ら伝えたいです。「自分は何がしたいのか、どのようにありたいのか、明確な目標を持ち、そしてその目標に向かっ
て、今何をすべきなのかを考え、今この瞬間を大切にし、今全力でやるべきことをやれ！」と。
東京品川カウンセリング・コーチング INCANTO　https://fumikoogura.com/

石 橋 卓 二

バッシュオート

〒819-0001 福岡市西区小戸1丁目2-24
TEL:092-884-2777 FAX:092-985-5759

Ishibashi Takuji

Bash Auto

東 京 支 部 活 動 報 告・

西陵会東京支部の谷（14期）です。今年は話題のGINZA SIXに近い
フレンチレストラン「クルーズ クルーズ THE GINZA」で行ないまし
た。27名の参加で、初参加の方も数名あり、例年と同じように和やかな
会になりました。本部からは、相良校長の代理で元校長の中村先生、
副会長の林田さん、PTA会長の野方さんにお越しいただきました。かつ
ての地元の様子、先生方のその後、東京で活躍している後輩の話な
ど、本部の方交えて話が盛り上がりました。次回は2018年10月20日
（土）。都内のどこかでお待ちしています。

☆平成29年度「西陵会 東京支部 総会」開催のご報告

　恒例となりました西陵会主催の「母校を磨こう」が3月21日
(水)に開催され、西陵生、卒業生、PTAの方など合わせて100
名ほどが参加してくれました。
　開会式の後、各班に分かれてトイレ掃除を中心に、教室や廊
下、窓やサッシなども丁寧に掃除し、トイレも普段出来ない所ま
で念入りに磨きあげてくれました。生徒からは「汚くなっていた雨樋掛け替えなど、

　住まいのリフォームも
　　　　　　ご相談下さい。

雨樋掛け替えなど、
　住まいのリフォームも
　　　　　　ご相談下さい。
福岡県知事許可（般-17）第25661号

代表取締役

〒819-0038　福岡市西区大字羽根戸374-1

TEL.092-811-3661  FAX.092-811-3662

2級建築施工管理技士

（5期生）
野 田 公 之

建築板金工事一式
金属屋根工事一式
金属外壁工事一式
各種雨樋工事一式

営業品目

　西陵生の皆さん、OB、OGの皆さんこんにちは。24期卒業生の桜井雅彦です。
僕は今、東京で音楽の仕事をして生活をしています。
主な仕事の内容は、ヴァイオリン、ヴィオラの演奏家としてプロのオーケストラで演奏したり、ドラマやCM、アニメやゲームなどで 流れて
いる音楽を様々なミュージシャンと一緒にレコーディングしたりしています。またアーティストさんのバックで国内や海外のツアーを回った
りもします。
西陵生として弾いているときは西市民センターで立ってソロを弾かせて頂くことがありましたが、ここ最近はドームやアリーナでソロを弾
くこともありました（笑）また、ここ最近は企業さんからのご依頼でイベントで使う音楽のプロデュースさせて頂く事も多くなってきていま
す。本当に未来は予想ができませんが、全ては人との繋がりから生まれたものばかりです。
　今となっては音楽を生業としている自分ですが、弦楽器に初めて触れたのは西陵高校のオーケストラ部でした。小さい頃エレクトーン
をやっていましたから、少しはその経験が役に立った気もしますが、当時は楽器を演奏する先輩方の眩しい背中を追いかけながら、毎日
楽器の練習に明け暮れていました。といっても部活の時間以外は全く楽器を触っていませんが…勉強、遊び、友達との時間etc...忙しか
ったので（笑）本当に濃い３年間で、今でも忘れられないシーンが沢山ありますし、僕の音楽のルーツはまさにこの西陵のオケ部です。
　卒業後は福岡大学の工学部に進学し勉強を頑張っていましたが、大学のサークルでも続けていたオーケストラには九州交響楽団の方
が指導に来られていて、この時初めてプロの出すバイオリンの音に衝撃を受けました。
その素晴らしい先生は（今でもお世話になっている自分の恩師ですが）17歳でバイオリンを始めてプロになった方でした。
　それから一気に方向転換します。家族をはじめ、周囲の方々の協力が大きな力となり音大に行き、特待生としても勉強する事が出来ま
した。自分はスーパーの日配でアルバイトしながら音大受験に備え、東京に出てからは家賃三万五千円の住まいで音楽の勉強とアルバイ
トで生き延びました。次第にご縁が繋がり、仕事が入るようになり、今となっては少しだけゆとりのある生活をしています（笑）
学生時代は葉加瀬太郎さんの付き人をさせて頂いた時期もあります。
　音楽家の世界の中では決してエリートコースではない自分です。本当に厳しい世界です。ですがそんな自分だからこそできる事を常に
考え、行動し続けてきました。

世の中には所謂''エリート''にしか立ち入れない領域が多く存在しますが、大切なことはほとんどそこには存在しません。
回り道をしたり、苦労をしたり、悩んだりして一歩一歩進んで行った先に、ほんの少しだけ他人に伝えられる何か

があります。
特にこれを読んでくださっている高校生の皆さんは本当に多くの情報の中で生きていると思いますが、
これから大切な事は自分自身で取捨選択をできる様になる事です。
その為に時間はいつも有限である事を感じながら、出来るだけ多くの事を経験してほしいと思います。無
駄なことは何一つありません。
僕自身もいつも自分に言い聞かせていることですが、他人と比べる必要もないと思います。
ひたすら自分の内面に目を向けて、好きなことや興味のあることに一生懸命取り組んでほしいと思います。
これからの時代は信念無くして生き抜いていくのが難しい時代です。とりあえず無難に就職して...ではすぐに
壁にぶち当たって、心が折れます。好きなことをやっていても心は折れますが笑...同じ挫折でも、自分のやりた
いことを貫いている人とそうでない人とでは挫折の質も、その次に得られるものも違ってくると思います。
　高校生の皆さんはまだまだ若いですし、焦ることなく今を一生懸命に生きながら、しなやかで強い『柳』の
ような心を身につけていって欲しいと思います。

第17期生

小倉文子
（旧姓青栁）

★★★平成29年度「母校を磨こう」★★★
便器を磨くのは大変だったけど綺麗になって気持ちよかった」
「普段からもっとまめに掃除すればいいのでは」などの嬉しい
感想も聞けました。清掃後はセミナーハウスにて、豚汁とおにぎ
りを振る舞いみなさんにも喜んでいただきました。在校生と卒業
生の交流もできて充実した時間となりました。協力していただい
たみなさま本当にありがとうございました。

西陵会には東京と関西に二つの支部があります。ＨPやFacebookに活動状況や案内をお知らせしております。お近くの支部にお気軽にご参加ください。

活躍する卒業生卒業生から在校生へ
　　 　　 　 『柳のように、強くしなやかな心を身につけてほしい』

桜井雅彦 [ヴァイオリン&ヴィオラ奏者 作曲＆音楽演出プロデュース]桜井雅彦 [ヴァイオリン&ヴィオラ奏者 作曲＆音楽演出プロデュース]第24期生
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西陵会の活動報告と支援（平成29年度）

（１）在校生支援     
　　① 部活動奨励賞（奨励金：団体＝５万円、個人＝１万円）等部活動支援 
　　　◇水泳（個人、シンクロ）、ダンス部（全国大会・団体　出場補助　
　　　　17.5万円）陸上部（個人）放送部（個人）
　　　◇管弦楽部定期演奏会広告5万円
　　② 西陵杯後援      
　　　◇西陵杯中学女子ソフトテニス大会（夏冬２回）：6万円  
　　　◇西陵杯争奪中学校剣道大会（年１回） ：5万円   
　　③ 勉強合宿支援      
　　　◇3年生勉強合宿講師料 ：2万円    
　　　◇2年生勉強合宿費用補助 ：10万円
　　④ 皆勤賞      
　　　◇179,500円
　　⑤ 学業奨励賞（奨励金：2万円）    
　　　◇１年生２年生成績優秀者：38万円
　　⑥ 西陵会特別賞（奨学金：3万円　特別増額有）
　　　◇国公立大学合格者（現役３年生）：83万円  
（２）母校支援
　　　◇電子黒板プロジェクター　280,800円 
　　　◇ワンデイセミナー講師交通費（８月、２月）　3万円 
　　　◇スポットエアコン　69,940円 
　　　◇ICT事業システム導入　1,199,232円 
　　　◇クリアファイル　200,880円 
　　　◇太鼓張替　516,024円 

　　　◇ICTアイパット24台　1,184,544円 
　　　◇ICTパソコンサーバー購入　242,568円 
　　　◇卒業式着用コサージュ（卒業生＆教師）： 91,260円 
（３）広報 
　　　◇ＨＰ・ＦＢ更新（西陵会の活動報告、母校の近況、など）  
　　　◇同窓会誌「飛翔」の発行  
　　　◇同窓会サポートシステム（同窓会支援システム）の活用  
　　　　　＊女子バレー部OG会  
　　　◇母校広報新聞「西陵の風～卒業生からのメッセージ」への記事掲載 
 ＊36期生同窓会
（４）母校を磨こう 　　　
　　　◇参加者 ： 100名  
　　　◇清掃場所 ： トイレ、教室、教室廊下の窓、セミナーハウス、昇降
　　　　口、玄関他  
　　　◇生徒会役員との共同企画、運営による実施  
　　　（参加者の募集 ・ 清掃場所の選択 ・ 班編成などは、生徒会を中心に
　　　　行う）  
　　　◇炊出しの実施 ： PTA役員とともに豚汁を調理、参加者にふるまう 
（5）役員会
　　　毎月１回開催

６期生　宮浦　寛 16時～24時 木休（わらじや隣） URL:yakiyakitei.com

営業時間／ランチ11：30 ～14：00 ディナー18：00 ～22：00

定休日／日曜日　住　所／福岡市中央区大名2丁目2-41

ＴＥＬ／０９２－７１２－４５０７

6期生

永島 由可子
（旧姓 木村）

石山真也

アニィホーム株式会社

0120-24-1480

〒814-0031 福岡県福岡市早良区南庄4丁目5-57
tel.092-841-5833 fax.092-841-5388

代表取締役

いし や ま

西陵会同窓会「サポートシステム」を利用して
同窓会やOB・OG会を開きませんか？

「サポートシステム」とは同窓会をやりたいけど人数が多くて大変、連絡先がわからない…などお困りの幹事さんに代
わって同窓会案内の往復ハガキの印刷と発送を西陵会が行うシステムです。
詳しくは西陵会HPの「問い合わせ」からお気軽にご連絡ください。

 平成 30 年３月 10 日 ( 土 )36 期生の第２回目の同窓会を天
神のバーで行いました。
あまり時間に余裕がない中で計画したので、参加者は多くはな
かったですがクラスに関係なく全員で楽しむことが出来ました。
久々 に集まって近況を報告したり、高校時代の体育祭の話や、
修学旅行などの話で盛り上がりました。
同窓会を開くにあたり、ご協力頂きありがとうございました！

☆「サポートシステム」を利用して同窓会とOG会が開催されました。
幹事さんよりメッセージをいただきました。

36期 幹事  柴田　彩

★36期生同窓会 40名参加

2018年4月28日（土）　場所：八仙閣
参加者：境先生、中村先生、2期生から17期生までの42名

関東・関西からも参加していただき、当時のきつい練習、怖い先輩
の話、厳しい先生の指導の話など、今となっては笑い話となり、大変
盛り上がりました。

次回：２０１９年４月２７日（土）
１２時から
場所未定：福岡市中央区天神の予定

★ソフトボール部 創立40周年ＯＧ会

 ４月２２日（土）
 ５月１４日（土）
 ６月１０日（土）
 ７月　８日（土）

 ９月　９日（土）
 ８月１１日（金）
10月１４日（土）
１１月１１日（土）

１２月　９日（土）
　１月２０日（土）
　２月１０日（土）
　３月１０日（土）

ICT(電子黒板機能内蔵プロジェクター）は
講義室に設置され各教科で利用。
生徒の皆さんの学習意欲が高まることを期
待します！

第42期生入学式
第36回西陵会定期総会（平成29年度）
サポーター会議
西陵祭
西陵杯中学女子ソフトテニス福岡大会
第36回西陵会懇親会
体育祭
東京支部懇親会
サポーター会議
西陵杯ゴルフ大会
常緑会
西陵杯中学女子ソフトテニス福岡大会
「母校を磨こう」打ち合わせ
サポーター会議
西陵杯中学剣道大会
第40期生西陵会入会式
第40期生卒業証書授与式
「母校を磨こう」
生徒会＆PTA＆西陵会合同会議
西陵会表彰式

4
5

6

8
9
10
11

　
12
　
1
2
　
3

7
14
30
10
　
11
9
21
1
5
19
　
28
31
10
28
1
21

会長　副会長(2)
会員　他関係者
会長
役員
会長
会員　他関係者
会長　副会長(１)
副会長(１)　会員
会長
役員　会員
会長(１)副会長(1)
会長
副会長(１)役員（１）
会長
副会長(1) 
副会長(1) 役員(１)
会長　副会長(1）
会員　他関係者
会長　副会長(1)
会長　

福岡西陵高校体育館
福岡西陵高校
福岡西陵高校
福岡西陵高校
今津運動公園
モンテレ　ラ・スール福岡
福岡西陵高校グラウンド
クルーズクルーズＴＨＥＧＩＮＺＡ
福岡西陵高校
佐賀ロイヤルゴルフ倶楽部
平和楼
今津運動公園
福岡西陵高校
福岡西陵高校
福岡西陵高校
福岡西陵高校
福岡西陵高校
福岡西陵高校
セミナーハウス
福岡西陵高校

月 日 内　容 出　席　者 開　催　場　所 NEWS



進 路 状 況
平成29年度国公立大

九州大学  
九州工業大学  
福岡教育大学  
福岡県立大  
北九州市立大学  
千葉大学  
山口大学  
佐賀大学  
長崎大学  

3 
4 
5 
1 
4 
1 
6 
4 
1 職業能力開発総合大学校 1 

大分大学  
島根大学  
広島市立
大学  
宮崎公立
大学  

1
1
1

1

文科省管轄外大学校等合格者

西南学院大　　
福岡大　　
中村学園大　　
福岡工業大
九州産業大
筑紫女学園大　
福岡女学院大
久留米大
近畿大

118
243
45
56
100
21
8
11
12

久留米工業大
九州女子大
九州共立大
崇城大
西九州大
明治学院大
日本大
千葉工大
帝京大

1
1
1
4
1
1
2
2
1

実践女子大
明星大
東京電機大
同志社大
関西学院大
京都産業大
大阪産業大
神戸女子大
兵庫大

1
1
1
1
3
3
1
1
1

岡山理科大
梅光学院大
純真学園大
福岡女学院看護大
帝京大福岡
医療技術学部

国際医療福祉大
福岡看護大
聖マリア学院大

西南女学院大
九州栄養福祉大
第一薬科大

1
1
14
7

5

4
11
2

3
3
3

私立大学

○私立短大合格者
○看護・医療系専門学校合格者
○その他専門学校合格者
○就職・公務員合格者
○留学

33
11
27
4
5

その他

大　会　名 種目・氏名 成　績部活動名

体
　
育
　
部

文
化
部

部 活 実 績
平成29年度　福岡市立福岡西陵高等学校　部活動実績

男子走幅跳、白井由貴（3年)

男子800ｍ、永田光哉（3年）

男子８００ｍ、村尾朋弘（3年）

男子走幅跳、中村悠汰（3年）

男子ﾊﾝﾏｰ投げ、大橋和真（2年）

男子400ｍＲ、白井由貴（3年）・高森詩音（3年）

谷口星雅（2年）・岩國永遠（2年）

女子100及び200ｍ、中田美璃（3年）

女子100ｍＨ、榎田安佑（3年）

女子走幅跳び、佐藤杏美（3年）

男子走幅跳、白井由貴（3年)

男子走幅跳、白井由貴（3年)

男子Bやり投げ、永翁優佑（1年)

男子ﾊﾝﾏｰ投げA、大橋和眞（2年)

男子ﾊﾝﾏｰ投げ、大橋和眞（2年)

男子ﾊﾝﾏｰ投げ及び男子やり投げ、永翁優佑（1年)

団体戦

団体戦

団体戦

（ダブルス）高橋・古賀ペア

団体戦

（ダブルス）前田・岡田ペア

団体戦

個人戦

古池恭子（3年）・岩下梨花（3年）・秋永真奈（3年）

後藤優花（3年）・渡部華苗（3年）・吉田真優（3年）

前田琴音（3年）・池田陽香里（2年）・渕上桃子（2年）

川元美羽（3年）・小林咲季（3年）・波呂絢那（2年）

団体戦

個人戦

渕上桃子（2年）・池田陽香里（2年）・中山凛（1年）

花咲葵（1年）・吉村咲歩（2年）・德永彩華（2年）

内田莉子（1年）・波呂絢那（2年）

団体戦

個人戦

中山凛（1年）・花咲葵（1年）

個人戦　48kg級　島田　彩花（2年）

個人戦　48kg級　島田　彩花（2年）

個人戦　48kg級　島田　彩花（2年）

HIP-HOP男女混成部門　Large編成（3年生21名）

HIP-HOP女子部門　Medium編成（2年生14名）

金丸　菜々花（３年）・柴藤　夢加（３年）

末廣　二葉（２年）

福岡西陵高校

庄崎　優希（２年）

平河　昂輝（２年）

薮口　爽那（２年）・井上　楓華（２年）

・河野 一輝（２年）・三小田 伽菜（１年）

岩永　つぐみ（１年）・原　優花（１年）

・薮口　爽那（２年）

末廣　二葉（２年）・河野　一輝（２年）

井上　楓華（２年）・薮口　爽那（２年）

田口 瑞菜（２年）・岩永 つぐみ（１年）・原　優花（１年）

遠藤　美世（１年）

遠藤　美世（１年）

髙倉　裕（１年）

福岡県高等学校総合体育大会陸上選手権

（インターハイ予選）

北部九州高等学校総合体育大会陸上選手権（インターハイ予選）

全国高等学校総合体育大会陸上選手権（インターハイ）

福岡県高等学校陸上競技学年別選手権中部ﾌﾞﾛｯｸ大会

福岡県高校新人陸上対校選手権中部ﾌﾞﾛｯｸ大会

福岡県高等学校総合体育大会バスケットボール選手権(インターハイ予選)

福岡県高等学校総合体育大会バドミントン選手権(インターハイ予選)

福岡県高等学校バドミントン新人大会

福岡県高等学校バドミントン新人大会

福岡県高等学校総合体育大会テニス選手権(インターハイ予選)

学年別大会

福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権

（インターハイ予選）

福岡県高等学校新人体育大会ソフトテニス選手権

（九州大会予選）

新人高等学校ソフトテニス競技大会福岡県予選

福岡県高等学校総合体育大会サッカー選手権（インターハイ予選）

福岡県高等学校総合体育大会ソフトボール選手権（インターハイ予選）

福岡県高等学校総合体育大会柔道選手権（インターハイ予選）

福岡県高等学校新人柔道大会

福岡県高校柔道選手権大会

全国高等学校ダンスドリル選手権大会　

Dance Drill Winter Cup 2018 第九回全国高等学校ダンスドリル冬季大会

公立高校大会

全日本高校・大学学生書展

福岡地区書道展

岐阜女子大学全国書道展

福岡地区席上揮毫大会（高文祭）

全国書画展（ふれあい書道展）

高文連福岡県高校放送コンテスト福岡地区大会

高文連福岡県高校放送コンテスト福岡県大会

第32回福岡県高等学校総合文化祭　美術工芸部門　福岡県大会

陸上競技

男子バスケットボール

男子バドミントン

男子テニス

女子ソフトテニス

サッカー

女子ソフトボール

柔道

ダンス

野球

書道

放送

美術

中部３位（県大会出場）

中部３位（県大会出場）

県大会出場

県大会出場

県大会出場

県大会出場

県大会出場

県大会出場

県大会出場

４位（北部九州大会出場）

５位：インターハイ出場決定

優勝：県大会出場

県大会出場

３位：県大会出場

県大会出場

県大会出場

県大会出場

県大会ベスト８

県大会ベスト１６

県大会出場

ベスト８

県大会ベスト８

県大会出場

地区大会３位

県大会出場

県大会３位

県大会ベスト１６

２部リーグ昇格

県大会ベスト８

県大会出場

県大会ベスト８

県大会ベスト８

全国大会出場

全国大会５位

ベスト４

準優秀賞

特選

優秀学校賞

特賞

奨励賞

優秀賞

県大会出場

特選

入選（県大会出場）

入選（九州大会出場）

特選


