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広報・名簿

会計監査委員

　　　新規役員（選出）

　野方  達哉（14期生） 
　勝見  美代（６期生） 
 
 
　 
 
 
 
 
 
 
　杉山  規江（４期生） 
　東  　七重（８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30年度監査報告

○役員紹介

令和元年度現・新役員（案）
（令和元年８月１１日定期総会第４号議案）

西陵会では、現役西陵生の為の寄付金のご協力をお願いして
います。ご賛同いただけます方は下記口座へご入金お願いいた
します。

　10年以上にわたり開催しておりました「母校を磨こう」
ですが、当初の目標が達成された事などから、前回をもっ
て終了することとなりました。これまで在校生の皆さんや
先生方、卒業生やＰＴＡの皆様にご協力をいただき誠にあ
りがとうございました。心より感謝申し上げます。今後は創
立50周年に向けて新たな企画を検討してまいります。　
これからも西陵会の活動にご協力をお願いいたします。

「母校を磨こう」
終了のお知らせとお礼

　　　　　現役員

下川　智紀（８期生） 〈2期目-2〉

林田　　竜（４期生）  〈2期目-2〉

飯野　博之（１期生）  〈4期目-1〉

岡崎　泰彦（１期生）  〈5期目-1〉

岡松　聡子（１期生）〈1期目-1〉

原田　真司（８期生）〈2期目-2〉

野林　政隆（15期生）〈4期目-1〉

西嶋　章乃（22期生）〈1期目-2〉

野﨑　大嗣（29期生）〈3期目-2〉

小斉　　勉（４期生）〈2期目-2〉

梅野　知子（４期生） 〈4期目-1〉

大仁田智子（４期生） 〈4期目-1〉

永利みゆき（４期生）〈1期目-1〉

江口　　健（９期生）〈2期目-1〉

★西陵会のホームページと
　facebookも
　是非ご覧ください。

恐れ入りますが、ご出席の方は西陵会HPの「お問い合わせ」に期とお
名前、総会又は懇親会出席と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お楽しみ抽選会！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: 令和元年11月10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3回

お申込は西陵会ホームページまで

参加者大募集！！

日　時: 令和元年8月11日(日: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／1～37期=4,000円
　　　　　　　　38～41期=2,000円
幹事期: 11期、21期、31期

第38回定期総会は、
令和元年8月11日(日：祝日)

ホテルモントレラ・スール福岡で開催されます。

西陵
会定期総会と懇親会のご案内

第38回寄 付 金 の お 願 い

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

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
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ご挨拶
飛翔 令和元年

　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，令和元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。

　一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。
二年連続で遙々，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。また，新しいメンバーの参
加もあり，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

　卒業生員の皆様、お元気ですか。第16代校長職を
拝命しました椎原良二と申します。どうぞよろしくお
願いいたします。
　西陵会には日頃より本校教育の充実発展のため
に、奨学金支援・部活動奨励・国際交流助成・ICT環
境整備等の母校支援をしていただき、心より感謝し
ております。
　この3月に第41期生が巣立ち、卒業生は1万6千人
近くとなりました。県内はもとより全国各地、さらに
は海外でも活躍しています。4月には新たに第44期
生320名が入学し、大分県鯛生スポーツセンターで
の宿泊研修を終え、すっかり西陵生らしくなりまし
た。青春の輝きをテーマにした6月の西陵祭は、たく
さんの来校者を迎えて成功裏に終わり、9月の体育
祭の一層の盛り上がりが期待されるところです。

　高大接続改革が進む中、本校では九州大学との学
習支援技術に関する共同研究を始めています。これ
は、学習支援システムを用いてデジタル教材を使っ
た授業を行い、学びに関する情報を蓄積・分析するこ
とによって、授業改善を促し、生徒の学力向上を図る
ものです。生徒の学習へのモチベーションも大いに
刺激しており、今後の進展が楽しみです。
　私たち教職員は心をひとつにして福岡西陵高校の
さらなる発展のために力を尽くす所存です。本年度
も，物心両面からの温かい母校支援をどうぞよろし
くお願いいたします。
　最後になりますが、西陵会の更なるご発展、並びに
卒業生の皆さまのますますのご活躍とご健勝をお祈
りいたします。

椎原 良二
校長

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

西陵会会長

　皆様こんにちは。私は第43期生徒会会長を務めており
ます、小倉です。
　私達43期生徒会は「身近な生徒会」をモットーに、生徒
会役員と全校生徒との距離を縮め、生徒による積極的かつ
主体的な活動で学校全体を活性化させていくことを目標
に日々の生徒会活動を行っております。
　先日の6月8日には令和元年西陵祭を開催し、The 
Newest ～輝け僕らの青春～ をスローガンとして、文化委
員長を筆頭に各文化部、各クラスによる独創的で様々な企
画、有志による多彩なステージ発表により、大変盛り上がり

ました。また、西陵会、PTAをはじめとする多くの方々にご
協力いただき、成功することができました。ありがとうござ
いました。
　そして今、私達生徒会役員は9月7日（土）に開催予定の
体育祭に向けて体育委員長を中心に着々と準備を進めて
おります。全校生徒が最後まで全力で熱く輝けるように企
画・運営致しますのでご協力よろしくお願いいたします。
　最後に、日々の活動を見守り、ご理解いただいていること
に感謝いたします。これからますます成長する西陵生の勇
姿を期待してください。小倉 碧太

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

第37回 西陵会懇親会が、定期総会の後、17時30分よりホテルモントレ  ラ・スール福岡で開催されました。
会場のあちこちに友人や先生方との再会を喜ぶ卒業生の笑顔がありました。今年はバイオリニスト24期生桜井雅彦さんのミニライブもあ
り、素晴らしい演奏に卒業生の皆さんも聞き入っていました。そして桜井さんの伴奏による贅沢な校歌斉唱で、無事閉会となりました。もちろ
ん、毎年好評の豪華景品が当たるお楽しみ抽選会も大盛況でした。
 今年も8月11日(日)に懇親会を開催いたします。今年は11期・21期・31期が幹事期となっています。幹事期の皆さんをはじめ、多くの方の
ご参加を役員一同心よりお待ちしています。

第37回 西陵会定期総会が8月11日(土:祝日) 
16時よりホテルモントレ  ラ・スール福岡にて開催
されました。
暑さ厳しい中、ご参加いただきました皆様、心より
御礼申し上げます。
総会は５年ぶりに懇親会と同時開催したこともあ
り、いつもより多くの方にご参加いただき、活動報
告・決算報告・活動計画などの議案の承認をい
ただきました。

★★★ 平成30年度  第37回西陵会懇親会のご報告 ★★★

★★★ 平成30年度  第37回西陵会定期総会のご報告★★★

平成30年度 第2回西陵会ゴルフ大会のご報告
平成30年11月11日日曜日、佐賀ロイヤルゴルフクラブにて第2回西
陵会ゴルフ大会が行われました。参加者は7名と少数ではありました
が、風もなく、気持ちのいい晴天の言い訳のできない最高のコンディ
ションの中、楽しいラウンドとなりました。そして、第2回の優勝者
は、1期生岡崎泰彦さんです。次回、第3回西陵会ゴルフ大会も、
2019年11月10日（日）佐賀ロイヤルゴルフクラブでの開催予定で
す。皆さん是非ご参加ください。（詳細が決まりましたらHP・FBでお
知らせします）
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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

12期生

Bash Auto

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

第22期生

吉田昌生

活躍する卒業生
こんにちは、吉田昌生です。
私は現在、ヨガ、瞑想を指導しています。
一般社団法人を立ち上げ、本の執筆、オンラインの塾を運営しながら、講師の育成にも力を入れております。
高校生のときの私は、成績も優秀ではありませんでした。目立ちたがり屋だった私は、俳優を志し、上京して大学で
演劇を学びました。国内外で公演し、充実した学生時代を送りました。
しかし、大学卒業後、挫折を経験し、しばらく引きこもりました。
そんな自分を変えたい一心から、脳や心の本を読み漁り、一冊の瞑想CDブックに出会います。
真っ暗な闇の中に一条の光が差したようでした。
もっとヨガや瞑想を学びたいと思い、国内外の様々な師から学びました。
ヨガ講師として独立してからは、ブログやYouTubeで情報発信していきました。
それが出版社さんの目に止まり、これまでに書籍を8冊を出版させて頂き、現在にいたります。
平坦ではない道のりでしたが、ひとつ確信していることがあります。
それは、自分の好きなことで世の中のお役にたてることは、本当に幸せなことだということです。
私の元には、本の読者や受講生から、毎日、感謝と喜びのメッセージが届きます。自分の仕事が誰かの役に立って
いる充実感と喜びで、心が満たされます。
高校を卒業なさる皆様へ、私からお伝えしたいことがあります。
是非、あなたの好きなことを見つけてください。 自分が心から好きなことに気づいたら、失敗を恐れずチャレンジ
してみてください。
失敗、挫折と思える経験も、いずれあなたを成長させてくれる宝になるはずです。
もしも、あなたが道に迷って苦しくなったら、
「マインドフルネス瞑想入門」で検索してみてください。
かつての私が一冊の瞑想CDブックで救われたように、私の瞑想CDブックがあなたのお役にたてたら嬉しいです。
これを読んでいるあなたと、西陵に関わるすべての人が幸せでありますように。
ありがとうございました。

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、８月１１日山の日に３期生の卒業以来初めての学年
全体での同窓会「出会って４０年目の同窓会」を博多駅前の頤
和園で実施しました。当日は７５人の出席がありました。４０年
の歳月を感じるほど皆さん年相応の変身ぶりで，卒業アルバム
の写真と見比べながらの対面でしたが，会が進むにつれ，すっか
り高校時代に戻り大いに盛り上がりました。
次回は６０歳になった年に「還暦同窓会」をいたします。必ず赤
いものを身に着けての参加が条件です。またみ
んなで集まって還暦祝いで盛り上がりましょう。

(3期生 深堀雅基さんよりコメントと写真いただきました。)

☆「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。

★3期生 同窓会

9期生学年同窓会を平成30年8月11日に行いまし
た。85人ほどの参加があり、盛会で無事終わりまし
た。5年後にはまた同窓会をしよう！となりました。

(９期生 江口健さんよりコメントと写真いただきまし
た。)

★9期生 同窓会

西陵会サポートシステムのご協力をいただき、令和
元年5月 4日土曜日に平和楼にて、第11期 3年 9
組同窓会を開催出来ました、ありがとうございました。
緒方先生をはじめ総勢18名と、次回の伸びしろも確
認でき（笑）生徒のほとんどが 30 年ぶりの再会と
なりましたが、エレベーターの扉が開くたびに笑いと
会話が始まり、とても素敵な時間を過ごすことがで
きました。
未定ながらも次回の開催を約束して大成功に終えれた
ことをご報告します。
本当にありがとうございました。

(11期生 野田 拓さんよりコメントと写真いただきました。)

★11期生3年9組同窓会

飛翔 令和元年 飛翔 令和元年

令和元年6月8日(土)西陵祭が行われました。
西陵会は、PTAのOB会である常緑(ときわ)会のホットドッグ、ハッ
シュドポテト、アメリカンドッグの販売のお手伝いをさせていただきま
した。ジャンケンでもう一つサービスのタイムサービスでは大変盛り
上がりました。生徒や保護者の方々にたくさん買っ
ていただき、お昼過ぎには早々に完売しまし
た。ありがとうございました。
その後高校生の頃を思い出しながら食堂でカツ
カレーや定食などの食事をした後校舎をまわる
と、高校生のみなさんが企画したお店や、展示、
お化け屋敷などで活気があふれていました。楽し
く充実した１日を過ごすことができました。ありが
とうございました。

「西陵祭に行ってきました」
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西陵会の活動報告と支援（平成30年度）

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

〒814-0161　福岡県福岡市早良区飯倉3-38-3
tel.092-841-5833 fax.092-841-5388

代表取締役

いし や ま

平成30年9月29日土曜日、バレー部ＯＢ会が開催されました。
松永先生、北原先生を囲んで、２期生から１１期生まで総勢２５
名の参加となりました。
両先生も大変お元気で楽しい時間を過ごすことができました。
（10期生 木下裕子さんよりコメントと写真をいただきまし
た。）

★バレー部OB会

14期の谷謙一郎です。今年の東京支部総会は赤坂のアメリカ大
使館前のカフェを貸し切りにして行いました。今回も東京在の卒業
生にお集まりいただき、恒例の二次会も半数以上参加がありまし
た。次回は、2019年10月19日(土)、日比谷サローにて開催予定
です。お待ちしています。             　 東京支部14期生  谷謙一郎

10月20日赤坂のbondolfiboncafe赤坂にて西陵会東京支部懇
親会に参加させていただきました。34名という沢山の方々に参加
していただき二次会にもほとんどの人が来ていただき大変盛り上
がりました。東京支部のスタッフの皆さんお疲れ様でした、そして
有難うございました。　　　　　　西陵会役員１期生  岡崎泰彦

☆平成30年度「西陵会 東京支部 総会」開催のご報告

（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）、ダンス部（全国大会・団体　出場補助11.5万円） 
　　　　囲碁将棋部（個人　九州全国）放送部（個人）   
　　　◇管弦楽部定期演奏会広告5万円    
　　　　全国オーケストラフェスタ10万円    
　　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  
　　③ 勉強合宿支援等     
　　　◇受験報告講師謝礼： １万円    
　　　◇２年生勉強合宿費用補助 ： 10万円    
　　④ 皆勤賞      
　　　◇99,000円      
　　⑤ 学業奨励賞（奨励金：２万円）    
　　　◇１年生２年生成績優秀者 ： ３６万円   
　　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）  113万円

（２）母校支援
　　　◇ICTプロジェクター　1,329,480円 
　　　◇語学研修補助15万円 
　　　◇ICT周辺機器5万円 
　　　◇アイパット保護費用11万円 

　　　◇体育祭熱中症対策費20万円 
　　　◇クリアファイル　200,880円 
　　　◇製氷機46万円 
　　　◇ユニフォーム、部旗等35万円 
　　　◇ICTメンテナンス30万円 
　　　◇卒業式着用コサージュ（卒業生＆教師） 94,608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　＊女子ソフトボ-ル部 
　　　　＊3期生　＊11期生9組　＊14期生　＊29期生 

（5）役員会（平成30年度開催分）
 ４月 ７日（土）
 ５月１２日（土）
 ６月 ９日（土）
 ７月28日（土）
 ８月１１日（土）
 ９月 ８日（土）

10月13日（土）
11月17日（土）
12月22日（土）
　1月26日（土）
　2月23日（土）
　3月23日（土）

第43期生入学式
常緑会
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回西陵会定期総会（平成30年度）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
西陵杯中学女子ソフトテニス福岡大会
サポーター会議
第40期生西陵会入会式
第40期生卒業証書授与式
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
　
3

9
26
30
9
10
11
2
20
30
10
15
30
28
1
16
30

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

福岡西陵高校体育館
梅の花天神店
福岡西陵高校
福岡西陵高校
今津運動公園
モントレ　ラ・スール福岡
福岡西陵高校グラウンド
bondolfiboncafe赤坂
福岡西陵高校
佐賀ロイヤルゴルフ倶楽部
今津運動公園
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
平成30年9月22日、ホテル モントレ ラ・スール福岡にて、
14期のはじめての同窓会を開催しました。出席者は81名
と、当初の想定以上の規模になりました。
先生方にもご参加いただき、久しぶりに再会した仲間で、
盛り上がることができました。
さらに、二次会は50名の参加となり、会場の居酒屋があふ
れてしまう想定外の事態に！（笑）
西陵会には、同窓会サポートシステムでの案内など、ご協力
をいただき、ありがとうございました。
これをきっかけに、あらためて14期のつながりができました。次回はまだ未定ですが、今回参加できなかった仲間ともお会いできる機
会を作れたらと思います。
今後のお問い合わせは世話人の谷 謙一郎（14期）までお願いします。　　14thclass.seiryo@gmail.com
（ 14期生 谷 謙一郎さんよりコメントと写真いただきました。）

★14期生 同窓会

東 京 支 部 活 動 報 告・

飛翔 令和元年 飛翔 令和元年



進 路 状 況
平成30年度国公立大

九州大学
九州工業大学
福岡教育大学
北九州市立大学
福岡女子大学
福岡県立大学
山口大学
熊本大学
佐賀大学

1
4
4
4
2
1
7
2
2 1 

長崎大学
大分大学
宮崎大学
名桜大学
山口東京
理科大学
島根県立大学
長崎県立大学

2
1
1
1

1

1
1

国公立短大

西南学院大学
福岡大学
中村学園大学
九州産業大学
福岡女学院大学
筑紫女学園大学
久留米大学
福岡工業大学
日本経済大学

126
267
50
44
25
11
22
38
1

西日本工業大学
九州女子大学
西南女学院大学
西九州大学
金沢工業大学
創価大学
東海学園大学
愛知学院大学
名古屋外国語大学

2
4
2
1
1
7
3
3
1

皇學館大学
京都造形芸術大学
倉敷芸術科学大学
広島工業大学
中央大学
大東文化大学
関西学院大学
関西大学
立命館大学

1
1
1
3
1
1
2
2
2

近畿大学
龍谷大学
関西外国語大学
京都外国語大学
立命館アジア太平洋大学
日本赤十字九州国際看護大学
福岡女学院看護大学
福岡看護大学
国際医療福祉大学

純真学園大学
福岡国際医療福祉大学
帝京大学
九州保健福祉大
大阪歯科大学
福岡歯科大学
第一薬科大学

1
2
3
2
1
2
8
10
8

7
5
1
4
1
1
1

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

19

12

3

3

その他

大　会　名 種目・氏名 成　績部活動名

体
　
育
　
部

部 活 動 実 績
平成30年度 福岡市立福岡西陵高等学校主な部活動実績 〈体育部〉

団体戦

個人戦（シングルス）中西海斗

個人戦（シングルス）前田龍典・出﨑健太・岡田佳大

個人戦（ダブルス）前田・岡田ペア

団体戦

個人戦（シングルス）岡田佳大

個人戦（ダブルス）岡田・吉川ペア

団体戦

個人戦（シングルス）岡田佳大

個人戦（ダブルス）岡田・岩野ペア

団体戦

個人戦

内田莉子（2年）・池田陽香里（3年）

吉村咲歩（3年）・波呂絢那（3年）

中山凜（2年）・花咲葵（2年）

吉田春陽（1年）・野田若奈（1年）

団体戦

個人戦

内田莉子（2年）・豊福梨奈（2年）

野本美紗(2年)・中山凜（2年）

藤岡萌々香(1年)・水口なな（1年）

原田則夏（1年）・平田ひより（1年）

団体戦

髙橋雅和（3年)・古賀龍馬(3年）

団体戦

男子ﾊﾝﾏｰ投げ・大橋和真（3年）

男子やり投げ・永翁優佑(2年)

男子1500ｍ・米倉駿（2年）

男子3000ｍSC・畑江夏輝（2年）

男子やり投げ・永翁優佑（2年）

女子400ｍH・高下香澄（2年）

個人戦　3年6組　島田　彩花　

個人戦　3年6組　島田　彩花　

福岡県高等学校バスケットボール選手権大会（ウィンターカップ予選）

平成30年度　福岡県高等学校総合体育大会

テニス選手権大会中部ブロック予選会

平成30年度　福岡県高等学校テニス新人大会

中部ブロック予選会

第65回冬季九州・山口高校生学年別大会

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）

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

福岡県高等学校総合体育大会陸上競技対校選手権大会中部ブロック予選会

新人陸上競技対校選手権大会福岡中部ブロック予選会

全国高等学校総合体育大会福岡県大会中部支部予選会

全国高等学校総合体育大会福岡県大会

平成30年度福岡県高等学校サッカー新人大会

第52回全九州高等学校女子春季福岡県大会

（福岡県ベスト4）

平成30年度福岡県高等学校ソフトボール選手権大会

（福岡県ベスト8）

第38回福岡県公立高校ソフトボール大会

（ベスト4）

第13回全九州高等学校女子協会秋季福岡県大会

（ベスト8）

平成30年度福岡県高等学校新人大会（ベスト16）

男子バスケットボール

男子テニス

女子ソフトテニス

バドミントン（男）

陸上競技

柔道

サッカー

ソフトボール

ダンス

総合

県大会出場

ベスト16

ベスト32

ベスト16

ベスト8

ベスト16

ベスト16

ベスト8

ベスト16

準優勝

県大会ベスト16

4ペア県大会出場

県大会ベスト16

県大会ベスト16

県大会ベスト64

県大会ベスト32

県大会出場

4ペア県大会出場

県大会ベスト16

県大会ベスト16

県大会ベスト64

県大会ベスト32

県大会ベスト16

県大会ベスト32

県大会出場

5位入賞（県大会出場） 

5位入賞（県大会出場） 

8位（県大会出場）

4位（県大会出場）

3位（県大会出場）

8位（県大会出場）

女子48kg級ベスト4

1回戦敗退

リーグ戦 福岡西陵0－2博多工業

リーグ戦 福岡西陵1－1宗像

リーグ戦 福岡西陵1－1筑紫

リーグ戦 福岡西陵6－0春日

順位決め 福岡西陵1－3城南

県大会決め 福岡西陵2－0博多工業

県大会決め 福岡西陵2－0福岡講倫館

県大会1回戦 福岡西陵2－0北九州

県大会2回戦 福岡西陵0－0飯塚PK1－3

2回戦 西陵7－5杉森

3回戦 西陵7－0大宰府

準々決勝 西陵7－2精華女子

準決勝 西陵1－5福大若葉

代表決定戦0－3三潴

1回戦　西陵6－5青豊

2回戦　西陵4－1精華女子

準々決勝　西陵1－2三潴

決勝トーナメント1回戦西陵12－0福岡女子

準々決勝 西陵11－7香椎

準決勝 西陵1－6北九州市立

3位決定戦 西陵9－11小倉商

1回戦 9－0青豊

2回戦 7－0中村学園

準々決勝 3－14若葉

決勝トーナメント（予選免除）

1回戦 2－9精華女子



大　会　名 種目・氏名 成　績部活動名

体
　
育
　
部

15人制

７人制（第２パート一次リーグ）

15人制

10人制（中村三陽高校と合同チームで出場）

ヒップホップ女子部門ミディアム編成

ヒップホップ女子部門ミディアム編成

大編成部門

ＨＩＰＨＯＰ女子Medium編成部門

女子800ｍ自由形・髙橋愛実

女子800ｍ自由形・髙橋愛実

平成30年度　全九州高等学校ラグビーフットボール大会福岡県予選大会

平成30年度　第5回福岡県高等学校
7人制ラグビーフットボール大会福岡県予選大会

平成30年度　第98回全国高等学校ラグビーフットボール大会福岡県予選大会

平成30年度福岡県高等学校ラグビーフットボール新人大会
兼　第20回全九州高等学校10人制ラグビーフットボール大会

福岡県予選大会

第5回福岡地区高等学校野球大会

第100回全国高等学校野球選手権記念大会　福岡大会

第5回福岡地区高等学校新人野球大会

第143回九州地区高等学校野球　福岡南部大会

第5回福岡地区一年生大会

全国高等学校ダンスドリル選手権大会2018九州大会

全国高等学校ダンスドリル選手権大会2018

第８回全日本高等学校チームダンス選手権大会九州予選

平成30年度九州ダンスドリル秋季競技大会

平成30年度福岡県高等学校総合体育大会水泳競技選手権大会

第66回全九州高等学校水泳（競泳）競技大会

ラグビー

野球

ダンス

その他の活動

1回戦 光陵59－7福岡西陵

1回戦 福岡舞鶴22－10福岡西陵

2回戦 福岡西陵24－0糸島

1回戦 柏陵31－26福岡西陵

予選① 自由ヶ丘27－14合同C

予選② 合同C０－50小倉工業

順位決定戦① 合同C７－27柏陵

順位決定戦② 合同A22－12合同C

総合9位

1回戦 柏陵3-4福岡西陵

2回戦 福岡西陵7－0中村三陽

3回戦 福大大濠8－1福岡西陵

2回戦 三池10－6福岡西陵

1回戦 福岡6－3福岡西陵

1回戦 福岡西陵8－1八女農業

2回戦 福岡西陵3－11祐誠

2回戦 福岡西陵2－12九産大九産

第一位

全国大会出場(大阪)

HIPHOP女子medium編成部門第6位

部門7位 予選敗退

部門1位 全国大会出場（東京）

7位

出場

大　会　名 種目・氏名 成　績部活動名

文
　
化
　
部

デザイン部門　

※以下8名による共同制作

髙倉　裕　・安武凛花　・佐田　椿　・室ほのか

上西真椰　・古賀桃奈　・中村洸太　・栗原悠輔

絵画部門：髙倉　裕(2年)

デザイン部門：佐田　椿(2年)

テーマ部門：髙倉　裕(2年)

自由部門：佐田　椿(2年)、安武凜花(2年)

自由部門：室ほのか(2年)、上西真耶(2年)

佐田　椿(2年)

髙倉　裕(2年)、中村洸太(1年)、古賀桃奈(1年)

安武凜花(2年)、瀧口萌々子(2年)

森澤　美羽（1年）

森澤　美羽（1年）

三小田　伽菜（2年）

原　優花（2年）

遠藤　美世（2年）

浦田　真央（1年）

平野　遥奈（1年）

平田　悠乃（1年）

遠藤　美世（2年）

遠藤　美世（2年）

男子代表決定戦・水町竜也

男子個人研代表選抜戦・水町竜也

段級位認定戦・土井一起

段級位認定戦・水町竜也

個人戦（9路盤戦）　水町竜也

段級位認定戦・土井一起

男子個人戦 9路盤・水町竜也

男子個人戦 19路盤・水町竜也

春のコンサート～こどもから楽しめるオーケストラコンサート～
（ももちパレス）

福岡市博物館トワイライトコンサート（福岡市博物館）

第33回定期演奏会（アクロス福岡シンフォニーホール）

第33回福岡県高等学校総合文化祭器楽・管弦楽部門福岡県大会
※福岡県合同オーケストラとして出場（大牟田文化会館）

第25回全国高等学校選抜オーケストラフェスタ（東京日本青年館ホール）

高文連福岡地区美術・工芸展

高文連福岡県総合文化祭美術・工芸展

高文連第32回デザインコンペ

高文連第29回絵はがきコンクール

高文連福岡地区揮毫大会

高文連福岡県揮毫大会

西区市民美術展

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

九州高校放送コンテスト（鹿児島大会）

全国高等学校総合文化祭囲碁部門福岡県予選大会

文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権大会福岡県大会

福岡県高文連将棋部門　段級位認定戦

第33回福岡県高等学校総合文化祭囲碁部門大会　兼
第2回全九州高等学校総合文化祭（鹿児島大会）囲碁部門予選会

第25回　福岡県高文連　将棋新人大会

第2回全九州高等学校総合文化祭鹿児島大会　囲碁部門
第33回全九州高等学校囲碁選手権鹿児島大会

管弦楽

美術

書道

放送

囲碁将棋

特選

全国大会推薦

特選

特選

特選

入選

優秀賞

特選

入選

特選（県大会出場）

秀作

優秀賞

奨励賞

入賞（県大会出場）

入賞（県大会出場）

入選

入賞（県大会出場）

入賞（九州大会出場）

準決勝のみ

個人4位タイ

個人3位

５級認定

２級認定

個人２位

準優勝

個人10位

〈文化部〉部 活 動 実 績


