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【本年度の重点目標】

信頼されるチーム佐賀北

力を合わせてつかんだ栄光～県高校総体～

令和４年度佐賀県高等学校総合体育大会・ＮＨＫ杯高校野球大会が、５月２７日（金）～６月１日（水）の日程で行

われました。どの部活動も北高魂を胸に精一杯戦い抜き、バスケットボール部男子が見事優勝を果たしました。

６月３日（木）には県高校総体の表彰が行われました。たくさんの団体や個人が県大会の上位入賞を果たしまし

た。おめでとうございます。インターハイ出場が決定した部活動と生徒をご紹介します。なお、今年度は３年ぶりに

多くの競技で九州大会が開催され、出場した生徒やこれから出場が予定されている生徒が数多くいますことも合

わせてお知らせします。次のページに県大会の表彰者一覧を紹介していますのでご覧ください。

バスケットボール部男子 主将

井原 健太 くん（３０４）のコメント

県総体では多くの方々に支えられ優勝することがで

きました。インターハイでも、コロナ禍で競技ができるこ

とに感謝し、支えてくださった方々の期待に応えられる

ようチーム全員で頑張ります。目標はインターハイで２

勝することです。応援よろしくお願いします。

陸上部 松田 凜 さん（３０２）のコメント

県総体、北九州総体を終え、ずっと目標にし

ていたインターハイ出場を決めることができたの

はこれまで支えてきてくださった、たくさんの方々

のおかげです。お世話になった方々に感謝し、

恩返しができるように頑張ります。応援よろしくお

願いします。

体操部 川端 海璃 くん（３０１）のコメント

先日行われた、九州高校総体の平行棒という種目

で優勝することができました。そして８月に愛媛で開催

されるインターハイへの出場が決まりました。ここまで

来ることができたのは仲間や家族、先生方の支えが

あったからだと思います。また、コロナ渦で競技ができ

るということへの感謝の気持ちも忘れずに悔いのない

よう全力で頑張ります。

優勝！バスケットボール部男子
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　表彰　～県高校総体～ ※６月２日（木）に全校表彰したものを挙げています

さらに今月は、野球部が全国高等学校野球選手権大

会（９日（土）開会式、初戦：１２日（火）に唐津東と対戦

予定）、吹奏楽部は吹奏楽コンクール（Ａパート:２２日

（金）、Ｂパート：２５日（月））という大舞台があります。

どちらの部も、最後まで力を尽くしてがんばってくださ

い！！

柔道部 久保 龍之介 くん（２０３）のコメント

県高校総体では、たくさんの応援ありがとうございました。おかげで優勝

することができ、インターハイ出場を決めることができました。これからも周

りの方々のサポートに感謝し、インターハイでは一つでも多く勝てるように

頑張るので、応援よろしくお願いします。

柔道部 吉井 嶺登 くん（３０２）のコメント

県高校総体ではたくさんの方々に支えられて優勝することができ

ました。この優勝は家族、先生方、部員の仲間やいつもお世話になっ

ている方々がいなかったら成し遂げられなかったことだと思います。

インターハイに出場できることに感謝をして頑張りたいと思います。応

援よろしくお願いします。

部活動名 種目名 順　位 年　組 氏　名 部活動名 種目名 順　位 年　組 氏　名
バスケットボール競技 最優秀選手賞 ３－４ 井原　健太 男子５０ｍバタフライ ２位 ２－５ 白水　悠登
バスケットボール競技 １位 バスケットボール部男子 男子２００ｍバタフライ ３位 ２－５ 白水　悠登
バスケットボール競技 　２位　 バスケットボール部女子 男子１００ｍバタフライ ３位 ２－５ 白水　悠登

男子個人形 ３位 ３－５ 周防聖来斗 男子２００ｍ背泳ぎ ２位 １－６ 関谷　大空
男子団体組手 　２位　 空手部 男子５０ｍ背泳ぎ ３位 １－６ 関谷　大空
女子団体組手 　２位　 空手部 男子２００ｍ背泳ぎ ３位 １－４ 真﨑　大悟

個人種目別ボール 　２位　 １－５ 五嶋　咲希 男子４×１００ｍＭＲ ２位 水泳部
個人種目別フープ ３位 １－５ 五嶋　咲希 女子５０ｍ背泳ぎ １位 １－３ 山口　遥楓

個人総合 ３位 １－５ 五嶋　咲希 女子１００ｍ背泳ぎ １位 １－３ 山口　遥楓
　２位　 新体操部 女子２００ｍ背泳ぎ ２位 １－３ 山口　遥楓

男子個人総合 　２位　 ３－１ 川端　海璃 男子２００ｍ １位 １－４ 松本　悠斗
吊り輪 １位 ３－１ 川端　海璃 男子やり投 ３位 ３－５ 野口　翔晴
鉄棒 １位 ３－１ 川端　海璃 男子八種 　２位　 ３－１ 松本　大智
床 　２位　 ３－１ 川端　海璃 女子走幅跳 １位 ３－２ 松田　凛

鞍馬 ３位 ３－１ 川端　海璃 女子１００ｍH ３位 ３－２ 松田　凛
男子個人６０ｋｇ級 １位 ２－３ 久保龍之介 女子三段跳 １位 ２－１ 大島　美音
男子個人８１ｋｇ級 １位 ３－２ 吉井　嶺登 女子１００ｍ 　２位　 １－６ 德永　心奈
男子個人８１ｋｇ級 ２位 ２－２ 坂口　賢 女子走幅跳 　２位　 １－４ 月岡輝楽々
男子個人７３ｋｇ級 ３位 １－４ 茶圓　純太 女子走高跳 　２位　 １－５ 山口　愛良
男子個人９０ｋｇ級 ３位 ３－５ 中山　慶 女子４００ｍ 　２位　 ２－３ 原田　紗朱

男子個人１００ｋｇ級 ３位 ３－２ 大坪　竜也 女子４×４００ｍR 　２位　 陸上部
男子団体 ２位 柔道部 女子４×１００ｍR 　２位　 陸上部

女子走幅跳 ３位 １－３ 松田　ココ
女子フィールドの部 １位 陸上部

女子総合 ２位 陸上部

水泳

陸上　

バスケッ
トボール

空手

新体操

体操

柔道



No.3

校内読書会（３年）

６月１３日（月）の７時限目に３年生の校内読書会が行われました。テキスト「海と毒薬」（遠藤周作）はかなり

重い内容で最初は読みづらそうでしたが、人間の心の暗部に焦点を当てた本書は読者を引きつける力も当

然あり、読書会が近づくにつれテキストを熱心に読む生徒が増えたように感じられました。当日は各クラスで

白熱した議論が行われ、読みが大いに深められたようです。１・２年生は２学期に行われる予定です。

「緑楠（りょくなん）」に取り上げてほしい北高の話題があれば、担任の先生などを通してお知らせください！

自薦他薦は問いません。 （佐賀北高校 総務部学校だより担当まで）

上：左から１組、２組、４組

下：左から６組、７組

新体操部演技会

６月６日（月）の昼休み、本校体育館にて新体操部の演技会が行われました。以前は例年、県高校総体後、

九州大会の前の時期に行われていましたが、コロナウイルス感染拡大防止のためなどの理由により、３年ぶ

りの開催となりました。当日、昼休みになってから校内放送で開催が呼びかけられ、たくさんの生徒や職員が

体育館に集まりました。まず、五嶋 咲希さん（１年５組）の個人演技が、次いで団体の演技が行われました。

全部で約１０分の短い時間ではありましたが、それぞれの演技の後には集まったみなが拍手喝采し、大変盛

り上がりました。今回の演技会は部員のみなさんにとって大きな刺激になるとともに自信につながったようで、

９日（木）～１２日（日）に沖縄県沖縄市で行われた九州大会で女子団体４位に入賞するという好成績に結び

つきました。今後のさらなる活躍に期待しています！

団体演技
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７月の主な行事予定

９日（土） （教室棟、体育館午後立入禁止）

空手部九州大会佐賀大会[会場：ＳＡＧＡプラザ(県総合体育館)]（～１０日（日））

全国高等学校野球選手権大会佐賀大会（～２４日（日））

１０日（日） （校地内終日立入禁止）

１３日（水） 三者面談（～１９日（火）） 期間中：各曜日の①②③の授業

期間中：各曜日の①②③の授業 ※２年は１９日（火）は①～③ポスターセッション

北楠会・北晴会奨学激励金支給式 音楽部訪問演奏（なかおれ幼稚園）

２０日（水） 終業式、全国大会等壮行式

２１日（木） １・２年夏季前期補習 ～２９日（金）、３年授業日 ～２９日（金）※土日除く

２２日（金） 県吹奏楽コンクール（高校Ａパート）

２３日（土） 公務員模試

２５日（月） 県吹奏楽コンクール（高校Ｂパート）

２６日（火） インターハイ（バスケットボール部男子 ～８／１（月））

※予定は変更となることがあります。 学校ホームページやスクールニュース

等でご確認ください。

重松 虹青くんよりコメント

皆さん、こんにちは！この度、前期生徒会長に就任させていただきとても嬉し

く思います。本校生徒を代表する立場として、どうすれば皆さんが楽しく過ごせ

るか、どうすれば北高がもっと良くなるかを日々、模索していこうと思います。

半年間ではありますが、北高で良かったと皆さんが思えるように全力で頑張り

ますのでよろしくお願いします。

自薦他薦は問いません。 （佐賀北高校 総務部学校だより担当まで）

令和４年度前期生徒会総務委員長に重松虹青くん（２年２組）が選ばれました！
かい せい

委員名

総務委員 ◎重松　虹青 202 ○冨重　優人 201 ○片渕　七虹 206 ○大坪　加奈 206

生活委員 ◎廣渡　桃華 207 〇米松　友莉 207 　朝重　南月 201

◎小野　来愛 201 〇木村　和奏 207 　大山　美紀 201 　鬼崎　りの 207

  石田 凪瑠葉 206

◎小栁　心愛 201 〇鷲﨑　心愛 201 　田中 さくら 201 　松尾 ひなた 201

　今村　紗雪 202 　福岡　貢輝 205 　本告　　凌 205 　古賀　梛仁 206

　古賀　陽斗 206 　後川　陽翔 206 　土橋　咲南 206 　西山　穂香 206

会計委員 ◎執行　佳奈 205 〇稲富　心寧 205 　桑原　楓果 205 下　柑菜 205

◎佐竹　真瑚 206 ○熊本　眞子 201 　田中　結愛 201 　中原　彩花 206

　小池　里緒 206

文化委員

庶務委員

　　氏名　　　　組　　氏名　　　　組 　　氏名　　　　組 　　氏名　　　　組

体育委員

◎：委員長　　○：副委員長


