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佐賀北高等学校全日制    学校だより  第 ４ 号
～高校総体・NHK杯特集号～

令和４（２０２２）年５月２６日（木）
【本年度の重点目標】

信頼されるチーム佐賀北

バレーボール部女子 バレーボール部男子
女子２７人（３年 １４人、２年 ７人、１年 ６人）
【主将名】　井上　美南
【総体での目標】
県大会優勝！

【意気込みなど】
　気ばれ！粘れ！がんばれ！の精神で優勝を狙い
ます！

【日程・会場】
５月２７日（金）鹿島高校（大手門学舎）１・２回戦
５月２８日（土）白石高校（普通科）　３回戦
５月２９日（日）佐賀県総合体育館　準決勝・決勝

男子１５人（２年 ４人、１年 １１人）
女子   ３人（３年 １人、１年   ２人）
【主将名】　福岡　貢輝
【総体での目標】
１回戦を突破し、２日目まで行くこと！
【意気込みなど】
　高さが他のチームと比べてないため、守備の練習
に長い時間を費やしました。
　そのため、試合では粘り強く、しつこいバレーをし
て、勝利を掴みたいと思います。
【日程・会場】
５月２７日（金）吉野ヶ里町文化体育館　　１・２回戦
５月２８日（土）吉野ヶ里町文化体育館　　準々決勝
５月２９日（日）SAGAサンライズパーク総合体育館
大競技場
準決勝・決勝

高校総体・NHK杯高校野球大会選手壮行式

不屈の闘魂 北高魂
令和４年度佐賀県高等学校総合体育大会・NHK杯佐賀県高等学校野球大会の選手壮行会が、５

月２５日（水）に行われました。感染症予防のため各部の選手および２・３年生が体育館に集まり、１

年生の教室へはリモート形式（配信）にて行いました。

壮行会では、各部の紹介、生徒会総務委員長の松尾 有紗さん（３年６組）による挨拶のあと、久

野教頭から励ましの言葉が贈られました。そのあとに、選手を代表してサッカー部主将の田中 純く

ん（３年２組）による力強い選手宣誓が行われました。

選手のみなさん、これまでの努力を信じ、北高魂を胸に最後まで全力を尽くしてがんばってくださ

い。今年度も会場での応援は制限されていますが、心の中で選手たちに声援を送ってほしいと思い

ます。チーム佐賀北、一丸となって、最後まで戦いましょう！

それでは、高校総体およびNHK杯高校野球大会へ参加する各部活動、さらに、６月に行われる

「NHK杯全国高校放送コンテスト」に出場する放送部の、紹介・意気込み等をご覧ください。



№2
バスケットボール部女子 バスケットボール部男子

陸上部 剣道部

女子２６人（３年 ８人、２年 １０人、１年 ８人）
【主将名】
早田　陽帆
【総体での目標】
優勝
【意気込みなど】
　コロナ禍で対外試合の制限がかかる中で、チーム
練習を前向きに頑張ってきました。試合に向けて
しっかりと準備を行い、自分たちらしいバスケット
ボールで優勝したいと思います。
【日程・会場】
５月２８日（土）佐賀北高校会場
５月２９日（日）・３１日（月）諸富文化体育館

男子２３人（３年 ８人、２年 ９人、１年 ６人）
女子　３人（３年 １人、２年 １人、１年 １人）
【主将名】
井原　健太
【総体での目標】
優勝
【意気込みなど】
　フィジカルで負けないようにウエイトトレーニングを
頑張ってきました。
　全員でタイムシェアをしながら頑張っていきます！
【日程・会場】
５月２７日（金）佐賀北高校会場
５月２８日（土）龍谷高校会場
５月２９日（日）・３１日（月）諸富文化体育館

男子１９人（３年 ６人、２年 ４人、１年 ９人）
女子２３人（３年 ７人、２年 ５人、１年 １１人）
【主将名】男子：宮原　優空　女：　熊添　萌
【総体での目標】
　ビッグパフォーマンスで大量入賞！！
６位入賞者は、北九地区（佐賀・長崎・大分・福岡）大会インター
ハイ出場！！
【意気込みなど】
大智、八種競技で優勝しキングオブアスリートになれるか!?
有哉・翔晴、投擲競技ビッグスローでダブル入賞なるか?　　大、
三段跳びでビッグジャンプの期待!!　　優空、大混戦の８００ｍで
決勝進出なるか!?　　4×100mR悲願の41秒台達成なるか?
総力戦となる4×400mRでの入賞はいかに!?
凜、走幅幅跳と100mHで2冠達成に期待!!　　妃未、400m入賞で
完全復活となるか！　　萌、気力の復活劇を果たしスタジアムが
感動に包まれる！　　姫星、いいよ本領発揮で100m入賞か!?
菜々子、驚異的な回復でスタートラインに立ち伝説となる！
4×400mR、4×400mR熾烈なメンバー争いを勝ち抜いた、北高
が誇るリレーメンバー達が得意のバトンパスとチームワークで
悲願の優勝をつかむことができるか大注目!!
華蓮、凜々愛のマネージャースタッフ、エナジードリンク片手に
激動の4日間を乗り切る！
陸上部の活躍に乞うご期待！
　【日程・会場】
場所：SAGAサンライズパーク　陸上競技場
・日程：5月27日（金）・28日（土）・29日（日）・30日（月）
※決勝種目は、午後になります。佐賀陸上協会のHPにタイム
テーブルが掲載されていますので、確認していただき、応援よろ
しくお願いします。

男子５人（３年 １人、２年 ２人、１年 ２人）
女子８人（３年 ３人、２年 ２人、１年 ３人）
【主将名】男子：福島　康平　　女子：江口　芽依
【総体での目標】　男女ともに総体優勝
【意気込みなど】
内川先生、合原先生をはじめＯＢの先生方に熱くご
指導をしていただき、コロナ禍の中でも「誰にでもで
きることを誰にも負けないように取り組む」をスロー
ガンとして日々の練習に取り組んできました。男子
は人数の揃わない状況が続きましたが、ようやく５
人揃うことができたので５人で一丸となって優勝目
指します！　女子は今まで悔しい思いをしてきたの
で、全員で一丸となり目の前の一戦一戦を全力で
戦い抜いて優勝します！
【日程・会場】
５月２８日（土）：午前　男子個人戦　　午後　女子団
体戦
　　 ２９日（日）：午前　女子個人戦　　午後　男子団
体戦
会場 ：諸富文化体育館ハートフル
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テニス部 ソフトテニス部

体操部 弓道部

男子１３人（３年 ５人、２年 ５人、１年 ３人）
女子１４人（３年 ４人、２年 ８人、１年 ２人）
【主将名】男子：吉田 圭汰　　女子：　蒲原 悠里
【総体での目標】
男子：団体ベスト４　女子：団体ベスト４ 個人ベスト４
【意気込みなど】
男子：顧問の先生のご指導の下、日々練習に取り
組んできました。総体では、自分たちがこれまで
やってきたことを信じ、一人一人が全力を尽くして頑
張ります。
女子：学校にコートがないため、総合グラウンドで、
短い時間効率よく練習しました。毎日の練習の中で
チーム全体、各個人で意識することを明確にし、実
行することで、技術面を磨き、沢山の試合で指導を
受け精神面を鍛えてきました。高校総体では、チー
ム全員で戦い、目標を達成しようと思っているので、
応援よろしくお願いします。
【日程・会場】
　５月２７日（金）～２９日（日）
男子：松浦河畔公園庭球場　女子：森林公園庭球
場
　５月３０日（月）男女 森林公園庭球場

男子１４人（３年 ２人、２年 ８人、１年 ４人）
【主将名】島内　昭弥
【総体での目標】
団体戦：優勝　個人戦：複数ペアのインターハイ出
場
【意気込みなど】
　チーム全員がお互いに励ましあうことが得意で
す。ピンチの時でも自分たちで考え動いて勝利を掴
みとれるようにしたい。
【日程・会場】
　ＳＡＧＡサンライズパークテニスフィールド
５月２７日（金）個人戦、２８日（土）個人戦
２９日（日）団体戦

男子 ２人（３年 ２人）
【主将名】
川端　海璃
【総体での目標】
インターハイ出場
【意気込みなど】
　３年間の集大成として、悔いの残らない演技をし、
県総体優勝・インターハイ出場目指して頑張りま
す！応援よろしくお願いします！
【日程・会場】
会場：ＳＡＧＡサンライズパーク総合体育館・体操場
５月２８日(土)　開会式（１０時）／公式練習
５月２９日(日)　公式練習（８時）／競技開始（１１時）

男子１５人（３年　 ６人、２年 ６人、１年 ３人）
女子２５人（３年 １０人、２年 ８人、１年 ７人）
【主将名】
男子：高木　蓮　　　女子　南里 優菜
【総体での目標】
男子　決勝リーグ進出、団体優勝
女子　決勝リーグ進出、団体優勝
男女個人入賞、九州大会進出
【意気込みなど】
　「正射必中」をモットーに、射型の美しさを追究して
きました。
昨冬は男女ともに団体２位（近的）まで勝ち進めた
ので、残る“優勝”を目指します。応援をよろしくお願
いいたします。
【日程・会場】
５月２７日（金）女子団体予選、女子個人予選・決勝
（多久市緑が丘弓道場）
５月２８日（土）男子団体予選、男子個人予選・決勝
（多久市緑が丘弓道場）
５月２９日（日）男女団体決勝（多久市緑が丘弓道
場）
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野球部※NHK杯佐賀県高等学校野球大会 卓球部

柔道部　 水泳部

男子５２人（３年 ２１人、２年 １６人、１年 １５人）
女子　２人（３年 １人、２年 １人）
【主将名】
森　球道
【大会での目標】
優勝して夏のシード権を取る
【意気込みなど】
　今回、出場するNHK杯は夏の大会のシード権の
かかった大切な大会です。夏の大会で優勝するた
めに、まずはこのNHK杯で優勝し、シード権を勝ち
取ります。応援よろしくお願いします。
【日程・会場】
５月２７日（金）ブルースタジアム　対　敬徳高校
２回戦以降さがみどりの森球場

男子１１人（３年 ２人、２年 ６人、１年 ３人）
女子１４人（３年 ３人、２年 １人、１年 １０人）
【主将名】　男子　野口　　海　　　　　女子：石隈そら
ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【総体
での目標】　男子：県ベスト４　女子：九州大会出場
【意気込みなど】　山口先生、澁田先生の熱心なご
指導のもと、決して恵まれているとは言えない練習
環境の中で、練習内容を工夫し、足りない部分を男
女や学年問わず補い合いながら、日々取り組んで
きました。男女ともこれまでよりも良い成績を残せる
よう頑張ります。
【日程・会場】会場：唐津市文化体育館
５月２７日(金)　学校対抗決勝リーグ２回戦まで
２８日(土)  学校対抗決勝リーグ最終戦
　　　　　　　個人戦ダブルス　　 決勝まで
　　　　　　　個人戦シングルス　１回戦まで
２９日(日)　個人戦シングルス　決勝まで

男子１４人（３年 ５人、２年 ３人、１年 ６人）
女子　１人（３年 １人）
【主将名】
久米　現己
【総体での目標】
団体、個人優勝

【意気込みなど】
　　勉強と部活動の両立で質の高い練習を心がけ
てきた。時間を見つけトレーニングを行った。

【日程・会場】
５月２７日（金）団体戦、２８日（土）個人戦
基山町総合体育館

男子７人（３年 １人、２年 ３人、１年 ３人）
女子６人（２年 ５人、１年 １人）
【主将名】
井﨑　泰成
【総体での目標】
全員、自己ベストを出す

【意気込みなど】
それぞれの目標を達成するために、練習を頑張っ
てきました。全員が自己ベスト出せるように頑張り
ます。

【日程・会場】
SAGAアクア
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サッカー部 バドミントン部

新体操部 空手道部

男子 ５４人（３年 １８人、２年 １６人、１年 ２０人）
女子　 ７人（３年  　２人、２年   ２人、１年　 ３人）
【主将名】　田中　純
【総体での目標】　県大会優勝、全国大会出場
【意気込みなど】
　私たちサッカー部の目標は、県総体で優勝し、全
国大会に出場することです。新人大会では、ベスト
８という結果に終わってしまい、そこから個人として
も、チームとしてもレベルアップを図ってきました。自
分たちのサッカーを徹底し、全員で優勝できるよう
に頑張ります。応援よろしくお願いします。
【日程・会場】　大会日程：５月２７日（金）～６月２日
（木）
　　初戦 ： ５月２８日（土） １１時１５分～  vs  東明
館高校
　　会場 ： 高志館G

男子２０人（３年 ９人、２年 ７人、１年 ４人）
女子１９人（３年 ５人、２年 ５人、１年 ９人）
【主将名】　男子：武藤 大地　　女子：角田 美帆
【総体での目標】男子：団体ベスト４、個人ベスト８
　　　　　　　　　　  女子：団体ベスト４、個人ベスト８
【意気込みなど】
私たちバドミントン部は、コロナの影響で思い通りに
練習できないときでも部員全員が団結して頑張って
きました。３年生にとっては最後の大会になるので、
自分の力を出し切って、悔いの残らない試合をした
いと思います。
【日程・会場】
５／２７（金）団体戦
　男子：佐賀のへそ・ふれあい交流センター「ネイブ
ル」
　女子：旭学園体育館・旭学園第２体育館
５／２８（土）・２９（日）個人戦
　男女とも旭学園体育館・旭学園第２体育館

女子２１人（３年 ７人、２年 ６人、１年 ８人）
【主将名】
三角　桜花
【総体での目標】
インターハイ出場！！
【意気込みなど】
　みんなで支え合いながら日々の練習を頑張ってき
ました。本番では佐賀北らしく会場の空気を動かす
演技ができるように頑張ります。
【日程・会場】
ＳＡＧＡサンライズパーク総合体育館

男子　３人（３年 ３人）
女子４１人（３年 １０人、２年 １５人、１年 １６人）
【主将名】
大島　郁織
【総体での目標】
団体組手アベック優勝
【意気込みなど】
　コロナ禍で活動が制限されながらも、工夫を凝ら
して練習に励んできました。総体では、支えてくれて
いる人への感謝を忘れず、一人ひとりが最大限の
力を発揮できるように、のびのびと頑張ります！！
【日程・会場】
５月２９日（日）　佐賀東高校　新体育館



放送部※NHK杯全国高校放送コンテスト
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男子　２人（１年 ２人）
女子１１人（３年 １人、２年 ２人、１年 ８人）
【部長】
前田 千潤
【大会での目標】
各々全力で楽しみながら、大会上位入賞だ！
【意気込みなど】
　私たち放送部は、顧問の今泉先生、中島先生の
ご指導のもと、１年生１０人、２年生２人、３年生１人
の計１３人で楽しく活動しています。今年は例年より
も部員が多いので、やる気を倍にして頑張っていき
ます。目指せ全国入賞！
【日程・会場】
６月５日（日）　佐賀清和高校（予定）※無観客

６月の行事予定

２日（木） 補習再開（３年は放課後補習開始） 45分×6限授業⑦HR（全校集会・学年集会）

３日（金） 英検１次（本校会場）

４日（土）～５日（日） 進研共通テスト模試（３年）

６日（月） 胸部レントゲン撮影（１年）

７日（火） ⑦ＬＨＲ（ＳＯＳの出し方講演会） スクールカウンセラー来校（午後）

１１日（土） GTEC（３年）

１３日（月） ⑦ＬＨＲ（保健講話[１年] 校内読書会[３年]）

１４日（火） 考査時間割発表

１５日（水） スクールカウンセラー来校（午前）

１７日（金） 医”志”を知るセミナー（１６時～１７時）

２０日（月） ⑦LHR（２・３年性教育講演会）

２１日（火）～２４日（金）後期考査
２４日（金） 英検ⅠＢＡ（３年）

２７日（月） ⑦LHR（交通安全講話）

２９日（水） 内科検診（１年）

※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。

・各大会の会場への入場

の制限については、各競

技専門部で定められたこ

とに従ってください。

・感染症予防をしっかりと

行いましょう。

・熱中症にも十分に気を

つけてください。


