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～同期会開催の補助～

平成28年度事業報告平成28年度事業報告 平成28年度会計決算報告平成28年度会計決算報告
平成２８年　４月　７日（木）　入学式（会長出席）
　　　　　　６月　１日（水）　平成２７年度会計監査（齋藤委員・本校第２会議室）
　　　　　　６月　４日（土）　同窓会役員会・代表者会議（本校セミナーハウス）
　　　　　　７月　８日（金）　高校野球県大会ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ広告掲載（高校野球選手権県大会）
　　　　　　７月２６日（火）　岩手日報広告掲載（全国高校総体）
　　　　　１０月１４日（金）　春季東北地区高校野球大会応援広告掲載
平成２９年　１月１１日（水）　同窓会臨時役員会
　　　　　　２月２８日（火）　同窓会報２７号発行
　　　　　　　　　　　　　　　同窓会入会式（会長出席）
　　　　　　３月　１日（火）　卒業式（会長出席）
　　　　　　３月　４日（土）　同窓会役員会（盛岡グランドホテルアネックス）
　　　　　　３月２３日（金）　終業式・離任式

　平成28年度末から29年度にかけて母校
不来方にとって、とても大きなイベント
が目白押しでした。昨年度末に行われた
第89回選抜高等学校野球大会への本校野
球部の出場にあたりましては、多数の同
窓生の皆様のご支援頂きましたことをお

礼申し上げます。
　甲子園出場が決まり、野球部甲子園出場後援会を組織し野
球部の甲子園出場に向けた準備や募金活動、選手・応援団の
派遣等について進めて参りました。野球部後援会・父母会・
OBの皆様のご尽力もあり、予想を大幅に上回る企業・個人の
皆様からのご支援を頂戴いたしました。甲子園での最後まで
諦めない選手の素晴らしい姿勢や、懸命にスタンドから声援
を送る応援団の姿は、多くの人に感動を与えると共に甲子園
球場の雰囲気を味わった全ての方にとって生涯の思い出とな
るのではないかと思います。現地まで駆けつけて下さった同
窓生の皆さん、当日矢巾町で行われたパブリックビューイン
グやテレビ等で応援して下さった同窓生の皆さん、温かいご
寄付をいただきました同窓生の皆さんに御礼申し上げますと

共に、出場報告におけるご芳名簿において誤記や記載漏れが
ありました失礼をお詫び申し上げます。甲子園出場後援会は
出場に係る諸経費等の精算等全て終了し、本年1月にその役目
を終え解散しましたことをご報告致します。
　また、昨年11月には不来方高校創立30周年記念式典、祝賀
会を開催することが出来ました。今回の周年行事にあたりま
しては、出来るだけ必要最低限の予算内で行うと共に、記念
行事の中心に在校生生徒の皆さんを据えたものにしたいとい
う基本方針で行いました。記念行事は、部活ごとに強豪校と
の交流試合の実施や指導者の招聘など普段の部活動では出来
ないような経験の機会とする事が出来たのではないかと思っ
ております。記念式典や祝賀会の開催にあたりましては、
ホームページ上や新聞紙上にてＰＲしたところであります
が、同窓生への周知率が予想よりもかなり低く十分なご案内
が出来なかった事をお詫び申し上げます。
　今後も同窓生による在校生への職業紹介や部活動における
卒業生と在校生の交流など、同窓生が在校生へメッセージを
送る機会が増えて行く事を願っておりますので、皆様のご協
力をお願い致します。

同 窓 会 長  沢 田 　雅 宏

会　費
繰越金
雑収入

計

総務費
事業費
会議費
慶弔費

事業積立金
予備費
借入金

計

項　目 予算額（A） 決算額（B） 増減（B-A） 摘　　要

項　目 予算額（A） 決算額（B） 増減（B-A） 摘　　要

●収入の部 （単位：円）

（単位：円）●支出の部
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同窓生からのメッセージ同窓生からのメッセージ同窓生からのメッセージ

甲子園、そして30周年…

平成１７年度人文理数学系卒　村井 沙織
（フリーアナウンサー）
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郵送費
国際大会補助・広告掲載
会場費・旅費日当
歓迎会

カ ヌ ー 部
２０１７アジアカヌー
スプリント選手権大会３位

（５００M  JWK2）

平成２９年度全国高等学校
総合体育大会優勝

（２００M  WK2）

北舘知沙・
菊池夏生

ホッケー部
第７２回国民体育大会（少年男子）優勝 
工藤基明・澤柊汰

ハンドボール部
第７回女子ユース（U18）
アジアハンドボール選手権2位 
千葉夏希・谷藤悠

第７2回
国民体育大会優勝

（２００M  C1）吉田俊吾

音 楽 部　第70回全日本合唱コンクール全国大会 
３年連続 文部科学大臣賞（第１位）
１０年連続金賞特別表彰

　同窓会会計の会議費の中に、同期会費（葉書代補助）があります。卒業年
度の学年ごとに同期会を企画する際、葉書代（通信費）を補助いたします。
開催する場合は、本校同窓会担当までご連絡下さい。

　社会人になった今、改めて高校時代を振り返ると、朝から晩まで歌っていたような気がします。歌が
好きなだけで入部した音楽部。ほぼ休みのない日々でも、当時は無我夢中で大変だと思ったことはあり
ませんでした。それよりも、普通の高校生ではなかなかできないような体験ができたことは何よりも私
の大きな財産となっています。
　音楽部顧問の村松玲子先生がおっしゃっていた “迷ったら険しい道を選ぶ” という言葉。当時から岐路
に立ったときはこの言葉の通りに突き進んできました。卒業してからも定期演奏会で歌ったり、一昨年
のイタリア演奏旅行に同行させていただいたりと、OGとして今でも音楽部の後輩と共に活動させていた
だけること、不来方高校と繋がりがあることも嬉しく思っています。
　音楽部での経験もあり、音でメッセージを伝えること、声を使って表現することに興味をもち、現在
の仕事に就きました。昨年11月に行われた創立30周年記念祝賀会。有り難いことにお声をかけていただ
き、司会という大役を務めさせていただきました。母校の節目のお祝いの席で、自分が役に立つことが
できたなんて…この仕事をしていて良かったと思えた瞬間でした。
　＜言霊～ことだま～＞という言葉があるように、言葉にはエネルギーが宿っています。「ありがとう」と口にしたときは、な
んだか温かい気持ちになりませんか。それに対して人の悪口や不平不満の言葉を口にしたときは、なんとなく不快な気分になる
と思います。そのくらい、言葉には多大なパワーが秘められているのです。私はその言葉を使って笑顔を届けたい！幸せにした
い！そう思いながら毎回マイクを握っています。日常生活でも、「ありがとう」「楽しい」「嬉しい」「ついてる」「大丈夫」
など、もうだめだと落ち込んだ時にこそ、プラスの言葉を発してみると、ココロが元気になってくると思いますよ。“幸せはいつ
も自分の心が決める” ので、幸せな自分を信じて、怖がらずに新たな道の扉を開いてください。これからの毎日が輝きに満ちた
ものでありますように。

平成２9年度卒業生（２8回生）
学級幹事　　　  ＜◎は年次代表者＞会　　　長 沢田　雅宏　

副　会　長 川村　正章・遠藤　和樹・大河原　正弘・古川　岳夫（副校長）
理　　　事 邊見　卓也・池田　亮・太田代　敬子・大河原　奈穂・遠畑　竜一
 石塚　史子
監 査 委 員 齋藤　博士・山縣　富雄・佐藤　修一
顧　　　問 大久保　民蔵・横澤　一男・小原　貞徳・伊藤　民也・佐藤　和孝
　　　　　　　松尾　光則・川村　祥平・内澤　英明・川口　仁志・平藤　淳
年次代表者 １回生 佐々木正義・似里　正勝 ２回生 遠藤　和樹・水本　仁史
 ３回生 関口　晴美・山本　英樹 ４回生 草葉　隆和・大河原正弘
 ５回生 佐野　　徹・漆原　謙一 ６回生 高舘　知記・村上里代子
 ７回生 横沢　是仲・村上　　幸 ８回生 菅井周太郎・尾形　香織
 ９回生 古舘　伸郎・浪岡可奈子 10回生 立花　浩二・花坂由記子
 11回生 藤原　　歩・早坂　美里 12回生 廣田　恵介・片岡　照子
 13回生 中村栄里子・藤原　充利 14回生 照井　麻央・渋田　李樹
 15回生 工藤　昌也・田中　利宗 16回生 工藤　　唯・吉田あゆみ
 17回生 高橋　健人・盛合　将太 18回生 渡邊　翔太・照井ほたる
 19回生 吉田　彩織・森田　隆亮 20回生 水間　斉吾・中村みづき
 21回生 中村　　峻・堀合　喜生 22回生 佐藤　佳奈・髙橋　愛生
 23回生 相原　史香・帷子　瑠夏 24回生 松本　大輝・白澤　裕朔
 25回生 中村　大輔・阿部　大樹 26回生　 高橋　　惇・佐藤　隆祐
 27回生 柳田　彩華・大下　海樹
事 務 局 長 岩舘　直也　　　事務局次長　　内記　徹　　　事務局員　　大沢　勝

会　　　長 沢田　雅宏　
副　会　長 川村　正章・遠藤　和樹・大河原正弘・高橋　一佳（副校長）
理　　　事 邊見　卓也・池田　　亮・太田代敬子・大河原奈穂・遠畑　竜一
 石塚　史子
監 査 委 員 齋藤　博士・山縣　富雄・佐藤　修一
顧　　　問 大久保民蔵・横澤　一男・小原　貞徳・伊藤　民也・佐藤　和孝
 松尾　光則・川村　祥平・内澤　英明・川口　仁志
年次代表者 １回生 佐々木正義・似里　正勝 ２回生 遠藤　和樹・水本　仁史
 ３回生 関口　晴美・山本　英樹 ４回生 草葉　隆和・大河原正弘
 ５回生 佐野　　徹・漆原　謙一 ６回生 高舘　知記・村上里代子
 ７回生 横沢　是仲・村上　　幸 ８回生 菅井周太郎・尾形　香織
 ９回生 古舘　伸郎・浪岡可奈子 10回生 立花　浩二・花坂由記子
 11回生 藤原　　歩・早坂　美里 12回生 廣田　恵介・片岡　照子
 13回生 中村栄里子・藤原　充利 14回生 照井　麻央・渋田　李樹
 15回生 工藤　昌也・田中　利宗 16回生 工藤　　唯・吉田あゆみ
 17回生 高橋　健人・盛合　将太 18回生 渡邊　翔太・照井ほたる
 19回生 吉田　彩織・森田　隆亮 20回生 水間　斉吾・中村みづき
 21回生 中村　　峻・堀合　喜生 22回生 佐藤　佳奈・髙橋　愛生
 23回生 相原　史香・帷子　瑠夏 24回生 松本　大輝・白澤　裕朔
 25回生 中村　大輔・阿部　大樹 26回生　 高橋　　惇・佐藤　隆祐
事 務 局 長 岩舘　直也　　　事務局次長　　内記　　徹　　　事務局員　　大沢　　勝

１組　　板花　千夏（いたはな ちなつ）
　　　   工藤　祐奈（くどう ゆうな） 
――――――――――――――――――――
２組　　熊谷　晟和（くまがい せいな） 
　　　　吉田　理紗子（よしだ りさこ）  
――――――――――――――――――――
３組　　小笠原　蓮（おがさわら れん） 
　　　◎工藤　光（くどう ひかる） 
――――――――――――――――――――
４組　　半田　尚弥（はんだ なおや） 
　　　　坂本　佳桜里（さかもと かおり） 
――――――――――――――――――――
５組　◎永井　美帆（ながい みほ） 
　　　　端坂　陸都（はしさか りくと） 
――――――――――――――――――――
６組　　笹本　駿（ささもと しゅん） 
　　　　山口　真生（やまぐち まお） 
――――――――――――――――――――
７組　　佐藤　涼太（さとう りょうた） 
　　　　吉田　有沙（よしだ ありさ） 

平成29年度役員
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＜水泳部＞
■県高総体  

男子　200m自由形　３位　川戸翔太
　　　100m平泳ぎ　３位　島野悠平
　　　200m平泳ぎ　１位　島野悠平
女子  　50m自由形　２位　及川羽藍
　　　100m自由形　３位　及川羽藍
　　　100m背泳ぎ　３位　小野寺彩華
　　　200m背泳ぎ　３位　小野寺彩華
　　　400mフリーリレー　２位　及川・小野寺・八島・永井
　　　800mフリーリレー　２位　及川・野崎・永井・小野寺
　　　400mメドレーリレー　３位　小野寺・八島・永井・及川

■東北選手権
男子　　200m平泳ぎ　２位　島野悠平

■国民体育大会
女子Ｂ　400mフリーリレー　 出場　及川羽藍
　　　　400mメドレーリレー　出場　及川羽藍

■県新人
男子　200m自由形　２位　川戸翔太
　　　400m自由形　２位　川戸翔太
　　　100m平泳ぎ　１位　島野悠平
　　　200m平泳ぎ　１位　島野悠平
女子　 50m自由形　２位　及川羽藍
　　　100m自由形　２位　及川羽藍
　　　100m背泳ぎ　２位　小野寺彩華
　　　200m背泳ぎ　２位　小野寺彩華

■東北新人大会
男子　100m平泳ぎ　３位　島野悠平
　　　200m平泳ぎ　２位　島野悠平

＜バレーボール＞
■県高総体　男子２位　
■県選手権　男子優勝（全日本選手権出場）
■県新人　　男子優勝　
■東北新人　男子２位

＜サッカー＞
■県高総体　男子ベスト８　女子３位
■県選手権　男子ベスト８　女子３位
■県新人　　男子３位　女子優勝（東北選手権出場）

＜ラグビー＞
■7人制県大会　　 ３位
■県高総体　　　　５位
■全国高校県大会　５位
■県新人　　　　　５位

＜ハンドボール＞
■県高総体　　　男子　優勝（20年連続22回目）　
　　　　　　　　女子　優勝（3年連続13回目)
■東北選手権　　男子　優勝（2年ぶり15回目）　
　　　　　　　　女子　優勝（3年連続10回目）
■全国高総体　　男子　３回戦　女子３位入賞

■国民体育大会　男子　初戦　女子４位入賞
■全日本選手権　女子　初戦
■県新人　　　　男子　優勝（2年連続22回目）
　　　　　　　　女子　優勝（4年連続13回目）
■県選抜　　　　男子　優勝（2年ぶり23回目）　
　　　　　　　　女子　優勝（11年連続16回目）
■東北選抜　　　男子　優勝（4年ぶり16回目）
　　　　　　　　女子　２位

＜柔道＞
■県高総体　　女子個人　57㎏級　優勝　落合小春
　　　　　　　　　　　　63㎏級　２位　川村いろは
■全国高総体　　　　　　57㎏級　落合小春　出場
■県新人　　　女子個人　57㎏級　２位　落合小春
■東北選手権　女子団体　ベスト８

＜弓道＞
■県選手権　　男子個人　６位　五日市尚人
■県新人　　　女子団体　３位

＜ホッケー＞
■県高総体　　　男子　２位　女子　２位
■東北選手権　　男子　３位
■国民体育大会　男子　優勝　女子　５位

＜空手道＞
■県高総体
　個人形　　　　１位　上野正孝（全国出場）
　　　　　　　　２位　駒田悠翼（全国出場）
　　　　　　　　３位　林本駿平（東北出場）
　女子個人形　　１位　古里美佳（全国出場）　　　
　　　　　　　　３位　澤村真実（東北出場）
　男子個人組手　ベスト８　古川　恭（東北出場）
　　　　　　　　　　　　　格矢幸陽（東北出場）
　女子個人組手　３位　澤村真実（東北出場）
　男子団体組手　３位（東北出場）
■東北選手権
　女子個人形　ベスト８　古里美佳
■県新人
　女子個人形　３位　千葉佳（東北出場）
　男子個人形　１位　駒田悠翼（東北出場）
           　 　　ベスト４　佐藤琉星
　女子団体形　１位　澤村真実・千葉佳・早坂秋華
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東北出場）
　男子団体形　２位　小笠原龍介・駒田悠翼・佐藤琉星
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東北出場）
　女子個人組手　階級別ベスト４　
　　　　　　　　澤村真実・千葉佳・早坂秋華
　男子個人組手　階級別２位　格矢幸陽（東北出場）
　　　　　　　　　　　　　　佐藤琉星（東北出場）
■東北選抜
　女子団体形　３位　澤村真実・千葉佳・早坂秋華
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国出場）

運動部 ＜カヌー＞
■全国高総体
　男子200mC4　　８位　高野・朽木・小笠原・吉田
　女子500mWK1　７位　菊池　夏生
　　　　　　WK2　３位　北舘・菊池
　　　　　　WK4　２位　北舘・菊池・鷹橋・佐々木
　女子200mWK1　４位　菊池夏生
　　　　　　WK2　１位　北舘・菊池
　　　　　　WK4　２位　北舘・菊池・鷹橋・佐々木
■国民体育大会
　男子500ｍC1　　３位　吉田俊吾
　女子　　　WK1　５位　菊池夏生
　男子200ｍC1　　１位　吉田俊吾
　女子　　　WK1　３位　菊池夏生

＜美術＞
■県高総文祭美術工芸展
　絵画部門　
　特賞：伊禮美優・大平美雨・森山涼子・鎌澤貴宏
　　　　菊池怜・小林楓歌・紺野夏鈴・藤田伊織・沼田岳人
　デザイン部門　
　特賞：小島実奈・大宮優月・昆野汐里・佐々木遥菜・
　　　　佐藤涼・沼澤愛帆
　立体部門　
　特賞：佐々木有華・夕向杏奈
■読書感想画県コンクール
　最優秀賞　岩舘野々花　
　優秀賞　　小林楓歌　
　優良賞　　菊池怜

＜工芸＞
■県高総文祭美術工芸展
　工芸部門　特賞　小原佳乃・佐藤寿理・堀口ゆうき
　　　　
＜書道＞
■県高等学校書道作品コンクール
　奨励賞　小野寺花梨・藤井智花早
■県高総文祭
　全紙・漢字の部　
　奨励賞　帷子桃花・小野寺花梨・藤井智花早
■県書写書道作品コンクール
　特選　佐藤有寧子・藤井智花早・大宮鈴菜・大坪小百合

＜音楽＞
■全日本合唱コンクール県大会　
　金賞　千葉賞（４部門総合一位）
■全日本合唱コンクール東北大会　
　金賞  全日本合唱連盟理事長賞（4部門総合一位）
■全日本合唱コンクール全国大会　
　金賞　文部科学大臣賞　10年連続金賞特別表彰
■県合唱小アンサンブルコンテスト
　ABC　３チーム金賞（全国大会辞退）

＜吹奏楽＞
■全日本吹奏楽コンクール県大会
　高等学校小編成の部　金賞（岩手県代表）
■全日本吹奏楽コンクール東北大会
　高等学校小編成の部　銀賞
■全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト
　北東北大会　高等学校部門サックス　菊地萌花　金賞
■全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト
　東北大会　高等学校部門サックス　菊地萌花・銅賞　
■全日本アンサンブルコンテスト県大会
　フルート三重奏　銀賞

＜演劇＞
■県高総文祭演劇部門発表会
　優良賞 「そして、僕らは動きだす」
　　　　　作：ＫＯＺ演劇部（生徒・顧問創作）

＜写真＞
■県高文連写真専門部夏季写真コンテスト
　特賞　古舘明奈　セレブの休日
■県高文連写真専門部高校写真展　
　優良賞　丸山詩乃　フェイス・トゥ・フェイス　

＜外国語学系＞
■全国高校生ドイツ語スピーチコンテスト
　第2部（対話部門）　優秀賞　髙橋大和・那須川英二
■全日本中国語スピーチコンテスト東北大会
　朗読の部（中・高校生の部）　１位　林咲良
■県高総文祭
 『県高等学校英語弁論大会（スピーチコンテスト）』
　３位　千葉真琴

＜放送委員会＞
■県高総文祭放送部門大会兼
　NHK杯全国高校放送コンテスト県大会
　朗読部門　川端康成作　掌の小説「ざくろ」　
　　　　　　佐藤玲香　優秀賞
　ラジオドキュメント部門　「ソウルミュージック」　優良賞
■宮城県全国総文祭朗読部門
　「かぜの電話」　佐藤玲香　SE担当　嵯峨歩唯夢
■NHK杯全国高校放送コンテスト朗読部門
　朗読部門　川端康成作　掌の小説「ざくろ」　
　　　　　　佐藤玲香　優良賞（全国５位）
　ラジオドキュメント部門　「ソウルミュージック」　準々決勝敗退
■県高総文祭放送部門新人大会
　アナウンス部門　２名入賞　東北大会出場
　朗読部門　　　　１名入賞　東北大会出場
　ラジオキャンペーン部門　「君背負イタモウコトナカレ」　
　　　　　　　　　　　　　　東北大会出場　優良賞
＜図書委員会＞
■第８回いっしょに読もう新聞コンクール全国大会
　優秀学校賞　　個人の部　優秀賞　菊地彩花
■青少年読書感想文コンクール
　岩手県教育長賞　吉田理紗子

2017  主な大会記録

校 長　佐々木和哉「不来方の学び、流儀、そして新しい時代へ」

不来方!躍進不来方!躍進 各部・学系の活躍各部・学系の活躍
男子ハンドボール 女子ハンドボール カヌー部

水　泳　部
女子ホッケー部
国民体育大会
５位

全国高等学校総合
体育大会出場
女子５７ｋｇ級

全国高等学校総合
体育大会出場
男子２００M平泳ぎ

全国高等学校総合文化祭
美術工芸展　

絵画部門・立体部門出展
全国高等学校総合文化祭

文芸部門出場

国民体育大会出場
女子４００Mフリーリレー
女子４００Mメドレーリレー

男子バレー部
全日本バレーボール
高等学校選手権大会出場

空手道部

女子ハンドボール部
全国高等学校
 総合体育大会
　３位

全国高等学校
総合体育大会出場
男子個人形・
女子個人形

全国高等学校
選抜大会出場決定
女子団体形

国民体育大会
　４位

男子ハンドボール部
全国高等学校
総合体育大会
出場

柔道部

水泳部

美術部

空　手　部 ホッケー部 女子サッカー部

男子バレーボール 音楽部 吹奏楽部 外国語学系

カヌー部
全国高等学校
　総合体育大会
女子　学校対抗総合２位
女子 200Ｍ ＷＫ4  2位　
　　 500Ｍ ＷＫ4  2位
　　 500Ｍ ＷＫ2  3位　
 　　200Ｍ ＷＫ1  4位
　　 500Ｍ ＷＫ1  7位
男子 200Ｍ C4　   8位

国民体育大会　
男子 200M C1 優勝　500M C1 ３位
女子 200M WK1 ３位　500M WK1 ５位

文化部等

県高総体
男子２００M平泳ぎ優勝
県新人大会
男子１００M・２００M平泳ぎ優勝
団体出場岩手選抜

県高総体　
男子個人形優勝　女子個人形優勝
東北高等学校選抜大会　女子団体形２位
　　　　　　　　　（全国選抜出場決定）

県高総体優勝
（インターハイ出場）

国体出場

男子東北選手権大会３位
国体優勝（岩手選抜）

東北高等学校新人選抜大会出場

全日本高校選手権大会
岩手県予選会優勝
国体出場（岩手選抜）

全日本吹奏楽コンクール
東北大会

高等学校小編成の部 銀賞

全日本中国語スピーチコンテスト東北大会
朗読の部（中・高校生の部）　第１位

１年６組　林　咲良

県合唱小アンサンブルコンテスト
１年 金賞　２年 金賞

（全国大会出場辞退）

県高総体優勝（２０年連続２２回目）インターハイ出場
東北選抜大会優勝（全国選抜大会出場決定）　
国体出場（岩手選抜）

県高総体優勝（３年連続１３回目）インターハイ3位
東北選抜大会準優勝（全国選抜大会出場決定）
国体4位（岩手選抜）

同窓会員の皆さまには、日頃から本校の教育活
動にご理解とご支援ご協力をいただいており、心よ
り感謝申し上げます。支えていただいた皆さまのお
陰様をもちまして、さる１１月２日岩手県民会館に
おいて、創立３０周年記念式典を盛大に挙行できま
した。衷心より感謝申し上げます。
本校は、高等学校の新しいあり方を希求し、未

来を切り開く個性豊かな人材を育成するため、普通科に、芸術、人文、理数、
外国語、体育の五学系を設ける総合選択制による先端的な学校として歩
み３０年の時を刻んで参りました。これも、同窓会員のみなさまのご支援
ご協力の賜であります。まことにありがとうございます。
世の中には、楽しいこと、好きなこと、簡単なことばかりではなく、苦

しいこと、嫌なこと、難しいことが同じくらいあるものであることは、高
みを目指すほどさらに感じるものであり、その悩みは深くなります。その
ようなときに、何にでも平然と取り組める、解決できる、忍耐強く続けら
れるという「能力」を養うために、不来方高等学校での学習活動、部活
動など教育活動、学びがあるのだと思います。

そのような学びの中で、今年度も不来方の生徒は、躍動いたしました。
全日本合唱コンクール全国大会において十年連続１８回目の金賞と３年連
続７度目の文部科学大臣賞を受賞した音楽部、高校総体優勝とアジア選
手権３位を勝ち取ったカヌー・カヤック女子ペア、カナディアン種目で県
勢初の国体優勝を果たした男子シングル、２選手が国体代表のメンバーと
して参加し優勝に輝いたホッケー男子、高校総体で初の３位となり「ナイ
ス・チーム」と讃えられたハンドボール女子など全国の舞台で光彩を放っ
た生徒たち。そして、結果そこには至らなかったとしても、それぞれの高
みを目指してひたむきにプレーし、中立の方々も惹きつけていく「不来方
の流儀」のもと、文化・スポーツの各場面でそれぞれに才気煥発、奮闘
した生徒たちがいます。この生徒たちに惜しみない拍手を贈っていただき
たいと思います。
四半世紀を超えて新たな時代へと船出した不来方高等学校において、

在校生、そしてこれから入学する未来の生徒は、「不来方の学び」を続け、
「不来方の流儀」を身につけ、今後も個性を磨き、自分を高めるために励
んでまいります。同窓会員の皆さまに、あらためてご支援、ご協力をお願
い申し上げ、挨拶といたします。

    



岩手県立不来方高等学校　同窓会報 岩手県立不来方高等学校　同窓会報（２） （３）

＜水泳部＞
■県高総体  

男子　200m自由形　３位　川戸翔太
　　　100m平泳ぎ　３位　島野悠平
　　　200m平泳ぎ　１位　島野悠平
女子  　50m自由形　２位　及川羽藍
　　　100m自由形　３位　及川羽藍
　　　100m背泳ぎ　３位　小野寺彩華
　　　200m背泳ぎ　３位　小野寺彩華
　　　400mフリーリレー　２位　及川・小野寺・八島・永井
　　　800mフリーリレー　２位　及川・野崎・永井・小野寺
　　　400mメドレーリレー　３位　小野寺・八島・永井・及川

■東北選手権
男子　　200m平泳ぎ　２位　島野悠平

■国民体育大会
女子Ｂ　400mフリーリレー　 出場　及川羽藍
　　　　400mメドレーリレー　出場　及川羽藍

■県新人
男子　200m自由形　２位　川戸翔太
　　　400m自由形　２位　川戸翔太
　　　100m平泳ぎ　１位　島野悠平
　　　200m平泳ぎ　１位　島野悠平
女子　 50m自由形　２位　及川羽藍
　　　100m自由形　２位　及川羽藍
　　　100m背泳ぎ　２位　小野寺彩華
　　　200m背泳ぎ　２位　小野寺彩華

■東北新人大会
男子　100m平泳ぎ　３位　島野悠平
　　　200m平泳ぎ　２位　島野悠平

＜バレーボール＞
■県高総体　男子２位　
■県選手権　男子優勝（全日本選手権出場）
■県新人　　男子優勝　
■東北新人　男子２位

＜サッカー＞
■県高総体　男子ベスト８　女子３位
■県選手権　男子ベスト８　女子３位
■県新人　　男子３位　女子優勝（東北選手権出場）

＜ラグビー＞
■7人制県大会　　 ３位
■県高総体　　　　５位
■全国高校県大会　５位
■県新人　　　　　５位

＜ハンドボール＞
■県高総体　　　男子　優勝（20年連続22回目）　
　　　　　　　　女子　優勝（3年連続13回目)
■東北選手権　　男子　優勝（2年ぶり15回目）　
　　　　　　　　女子　優勝（3年連続10回目）
■全国高総体　　男子　３回戦　女子３位入賞

■国民体育大会　男子　初戦　女子４位入賞
■全日本選手権　女子　初戦
■県新人　　　　男子　優勝（2年連続22回目）
　　　　　　　　女子　優勝（4年連続13回目）
■県選抜　　　　男子　優勝（2年ぶり23回目）　
　　　　　　　　女子　優勝（11年連続16回目）
■東北選抜　　　男子　優勝（4年ぶり16回目）
　　　　　　　　女子　２位

＜柔道＞
■県高総体　　女子個人　57㎏級　優勝　落合小春
　　　　　　　　　　　　63㎏級　２位　川村いろは
■全国高総体　　　　　　57㎏級　落合小春　出場
■県新人　　　女子個人　57㎏級　２位　落合小春
■東北選手権　女子団体　ベスト８

＜弓道＞
■県選手権　　男子個人　６位　五日市尚人
■県新人　　　女子団体　３位

＜ホッケー＞
■県高総体　　　男子　２位　女子　２位
■東北選手権　　男子　３位
■国民体育大会　男子　優勝　女子　５位

＜空手道＞
■県高総体
　個人形　　　　１位　上野正孝（全国出場）
　　　　　　　　２位　駒田悠翼（全国出場）
　　　　　　　　３位　林本駿平（東北出場）
　女子個人形　　１位　古里美佳（全国出場）　　　
　　　　　　　　３位　澤村真実（東北出場）
　男子個人組手　ベスト８　古川　恭（東北出場）
　　　　　　　　　　　　　格矢幸陽（東北出場）
　女子個人組手　３位　澤村真実（東北出場）
　男子団体組手　３位（東北出場）
■東北選手権
　女子個人形　ベスト８　古里美佳
■県新人
　女子個人形　３位　千葉佳（東北出場）
　男子個人形　１位　駒田悠翼（東北出場）
           　 　　ベスト４　佐藤琉星
　女子団体形　１位　澤村真実・千葉佳・早坂秋華
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東北出場）
　男子団体形　２位　小笠原龍介・駒田悠翼・佐藤琉星
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東北出場）
　女子個人組手　階級別ベスト４　
　　　　　　　　澤村真実・千葉佳・早坂秋華
　男子個人組手　階級別２位　格矢幸陽（東北出場）
　　　　　　　　　　　　　　佐藤琉星（東北出場）
■東北選抜
　女子団体形　３位　澤村真実・千葉佳・早坂秋華
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国出場）

運動部 ＜カヌー＞
■全国高総体
　男子200mC4　　８位　高野・朽木・小笠原・吉田
　女子500mWK1　７位　菊池　夏生
　　　　　　WK2　３位　北舘・菊池
　　　　　　WK4　２位　北舘・菊池・鷹橋・佐々木
　女子200mWK1　４位　菊池夏生
　　　　　　WK2　１位　北舘・菊池
　　　　　　WK4　２位　北舘・菊池・鷹橋・佐々木
■国民体育大会
　男子500ｍC1　　３位　吉田俊吾
　女子　　　WK1　５位　菊池夏生
　男子200ｍC1　　１位　吉田俊吾
　女子　　　WK1　３位　菊池夏生

＜美術＞
■県高総文祭美術工芸展
　絵画部門　
　特賞：伊禮美優・大平美雨・森山涼子・鎌澤貴宏
　　　　菊池怜・小林楓歌・紺野夏鈴・藤田伊織・沼田岳人
　デザイン部門　
　特賞：小島実奈・大宮優月・昆野汐里・佐々木遥菜・
　　　　佐藤涼・沼澤愛帆
　立体部門　
　特賞：佐々木有華・夕向杏奈
■読書感想画県コンクール
　最優秀賞　岩舘野々花　
　優秀賞　　小林楓歌　
　優良賞　　菊池怜

＜工芸＞
■県高総文祭美術工芸展
　工芸部門　特賞　小原佳乃・佐藤寿理・堀口ゆうき
　　　　
＜書道＞
■県高等学校書道作品コンクール
　奨励賞　小野寺花梨・藤井智花早
■県高総文祭
　全紙・漢字の部　
　奨励賞　帷子桃花・小野寺花梨・藤井智花早
■県書写書道作品コンクール
　特選　佐藤有寧子・藤井智花早・大宮鈴菜・大坪小百合

＜音楽＞
■全日本合唱コンクール県大会　
　金賞　千葉賞（４部門総合一位）
■全日本合唱コンクール東北大会　
　金賞  全日本合唱連盟理事長賞（4部門総合一位）
■全日本合唱コンクール全国大会　
　金賞　文部科学大臣賞　10年連続金賞特別表彰
■県合唱小アンサンブルコンテスト
　ABC　３チーム金賞（全国大会辞退）

＜吹奏楽＞
■全日本吹奏楽コンクール県大会
　高等学校小編成の部　金賞（岩手県代表）
■全日本吹奏楽コンクール東北大会
　高等学校小編成の部　銀賞
■全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト
　北東北大会　高等学校部門サックス　菊地萌花　金賞
■全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト
　東北大会　高等学校部門サックス　菊地萌花・銅賞　
■全日本アンサンブルコンテスト県大会
　フルート三重奏　銀賞

＜演劇＞
■県高総文祭演劇部門発表会
　優良賞 「そして、僕らは動きだす」
　　　　　作：ＫＯＺ演劇部（生徒・顧問創作）

＜写真＞
■県高文連写真専門部夏季写真コンテスト
　特賞　古舘明奈　セレブの休日
■県高文連写真専門部高校写真展　
　優良賞　丸山詩乃　フェイス・トゥ・フェイス　

＜外国語学系＞
■全国高校生ドイツ語スピーチコンテスト
　第2部（対話部門）　優秀賞　髙橋大和・那須川英二
■全日本中国語スピーチコンテスト東北大会
　朗読の部（中・高校生の部）　１位　林咲良
■県高総文祭
 『県高等学校英語弁論大会（スピーチコンテスト）』
　３位　千葉真琴

＜放送委員会＞
■県高総文祭放送部門大会兼
　NHK杯全国高校放送コンテスト県大会
　朗読部門　川端康成作　掌の小説「ざくろ」　
　　　　　　佐藤玲香　優秀賞
　ラジオドキュメント部門　「ソウルミュージック」　優良賞
■宮城県全国総文祭朗読部門
　「かぜの電話」　佐藤玲香　SE担当　嵯峨歩唯夢
■NHK杯全国高校放送コンテスト朗読部門
　朗読部門　川端康成作　掌の小説「ざくろ」　
　　　　　　佐藤玲香　優良賞（全国５位）
　ラジオドキュメント部門　「ソウルミュージック」　準々決勝敗退
■県高総文祭放送部門新人大会
　アナウンス部門　２名入賞　東北大会出場
　朗読部門　　　　１名入賞　東北大会出場
　ラジオキャンペーン部門　「君背負イタモウコトナカレ」　
　　　　　　　　　　　　　　東北大会出場　優良賞
＜図書委員会＞
■第８回いっしょに読もう新聞コンクール全国大会
　優秀学校賞　　個人の部　優秀賞　菊地彩花
■青少年読書感想文コンクール
　岩手県教育長賞　吉田理紗子

2017  主な大会記録

校 長　佐々木和哉「不来方の学び、流儀、そして新しい時代へ」

不来方!躍進不来方!躍進 各部・学系の活躍各部・学系の活躍
男子ハンドボール 女子ハンドボール カヌー部

水　泳　部
女子ホッケー部
国民体育大会
５位

全国高等学校総合
体育大会出場
女子５７ｋｇ級

全国高等学校総合
体育大会出場
男子２００M平泳ぎ

全国高等学校総合文化祭
美術工芸展　

絵画部門・立体部門出展
全国高等学校総合文化祭

文芸部門出場

国民体育大会出場
女子４００Mフリーリレー
女子４００Mメドレーリレー

男子バレー部
全日本バレーボール
高等学校選手権大会出場

空手道部

女子ハンドボール部
全国高等学校
 総合体育大会
　３位

全国高等学校
総合体育大会出場
男子個人形・
女子個人形

全国高等学校
選抜大会出場決定
女子団体形

国民体育大会
　４位

男子ハンドボール部
全国高等学校
総合体育大会
出場

柔道部

水泳部

美術部

空　手　部 ホッケー部 女子サッカー部

男子バレーボール 音楽部 吹奏楽部 外国語学系

カヌー部
全国高等学校
　総合体育大会
女子　学校対抗総合２位
女子 200Ｍ ＷＫ4  2位　
　　 500Ｍ ＷＫ4  2位
　　 500Ｍ ＷＫ2  3位　
 　　200Ｍ ＷＫ1  4位
　　 500Ｍ ＷＫ1  7位
男子 200Ｍ C4　   8位

国民体育大会　
男子 200M C1 優勝　500M C1 ３位
女子 200M WK1 ３位　500M WK1 ５位

文化部等

県高総体
男子２００M平泳ぎ優勝
県新人大会
男子１００M・２００M平泳ぎ優勝
団体出場岩手選抜

県高総体　
男子個人形優勝　女子個人形優勝
東北高等学校選抜大会　女子団体形２位
　　　　　　　　　（全国選抜出場決定）

県高総体優勝
（インターハイ出場）

国体出場

男子東北選手権大会３位
国体優勝（岩手選抜）

東北高等学校新人選抜大会出場

全日本高校選手権大会
岩手県予選会優勝
国体出場（岩手選抜）

全日本吹奏楽コンクール
東北大会

高等学校小編成の部 銀賞

全日本中国語スピーチコンテスト東北大会
朗読の部（中・高校生の部）　第１位

１年６組　林　咲良

県合唱小アンサンブルコンテスト
１年 金賞　２年 金賞

（全国大会出場辞退）

県高総体優勝（２０年連続２２回目）インターハイ出場
東北選抜大会優勝（全国選抜大会出場決定）　
国体出場（岩手選抜）

県高総体優勝（３年連続１３回目）インターハイ3位
東北選抜大会準優勝（全国選抜大会出場決定）
国体4位（岩手選抜）

同窓会員の皆さまには、日頃から本校の教育活
動にご理解とご支援ご協力をいただいており、心よ
り感謝申し上げます。支えていただいた皆さまのお
陰様をもちまして、さる１１月２日岩手県民会館に
おいて、創立３０周年記念式典を盛大に挙行できま
した。衷心より感謝申し上げます。
本校は、高等学校の新しいあり方を希求し、未

来を切り開く個性豊かな人材を育成するため、普通科に、芸術、人文、理数、
外国語、体育の五学系を設ける総合選択制による先端的な学校として歩
み３０年の時を刻んで参りました。これも、同窓会員のみなさまのご支援
ご協力の賜であります。まことにありがとうございます。
世の中には、楽しいこと、好きなこと、簡単なことばかりではなく、苦

しいこと、嫌なこと、難しいことが同じくらいあるものであることは、高
みを目指すほどさらに感じるものであり、その悩みは深くなります。その
ようなときに、何にでも平然と取り組める、解決できる、忍耐強く続けら
れるという「能力」を養うために、不来方高等学校での学習活動、部活
動など教育活動、学びがあるのだと思います。

そのような学びの中で、今年度も不来方の生徒は、躍動いたしました。
全日本合唱コンクール全国大会において十年連続１８回目の金賞と３年連
続７度目の文部科学大臣賞を受賞した音楽部、高校総体優勝とアジア選
手権３位を勝ち取ったカヌー・カヤック女子ペア、カナディアン種目で県
勢初の国体優勝を果たした男子シングル、２選手が国体代表のメンバーと
して参加し優勝に輝いたホッケー男子、高校総体で初の３位となり「ナイ
ス・チーム」と讃えられたハンドボール女子など全国の舞台で光彩を放っ
た生徒たち。そして、結果そこには至らなかったとしても、それぞれの高
みを目指してひたむきにプレーし、中立の方々も惹きつけていく「不来方
の流儀」のもと、文化・スポーツの各場面でそれぞれに才気煥発、奮闘
した生徒たちがいます。この生徒たちに惜しみない拍手を贈っていただき
たいと思います。
四半世紀を超えて新たな時代へと船出した不来方高等学校において、

在校生、そしてこれから入学する未来の生徒は、「不来方の学び」を続け、
「不来方の流儀」を身につけ、今後も個性を磨き、自分を高めるために励
んでまいります。同窓会員の皆さまに、あらためてご支援、ご協力をお願
い申し上げ、挨拶といたします。
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～同期会開催の補助～

平成28年度事業報告平成28年度事業報告 平成28年度会計決算報告平成28年度会計決算報告
平成２８年　４月　７日（木）　入学式（会長出席）
　　　　　　６月　１日（水）　平成２７年度会計監査（齋藤委員・本校第２会議室）
　　　　　　６月　４日（土）　同窓会役員会・代表者会議（本校セミナーハウス）
　　　　　　７月　８日（金）　高校野球県大会ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ広告掲載（高校野球選手権県大会）
　　　　　　７月２６日（火）　岩手日報広告掲載（全国高校総体）
　　　　　１０月１４日（金）　春季東北地区高校野球大会応援広告掲載
平成２９年　１月１１日（水）　同窓会臨時役員会
　　　　　　２月２８日（火）　同窓会報２７号発行
　　　　　　　　　　　　　　　同窓会入会式（会長出席）
　　　　　　３月　１日（火）　卒業式（会長出席）
　　　　　　３月　４日（土）　同窓会役員会（盛岡グランドホテルアネックス）
　　　　　　３月２３日（金）　終業式・離任式

　平成28年度末から29年度にかけて母校
不来方にとって、とても大きなイベント
が目白押しでした。昨年度末に行われた
第89回選抜高等学校野球大会への本校野
球部の出場にあたりましては、多数の同
窓生の皆様のご支援頂きましたことをお

礼申し上げます。
　甲子園出場が決まり、野球部甲子園出場後援会を組織し野
球部の甲子園出場に向けた準備や募金活動、選手・応援団の
派遣等について進めて参りました。野球部後援会・父母会・
OBの皆様のご尽力もあり、予想を大幅に上回る企業・個人の
皆様からのご支援を頂戴いたしました。甲子園での最後まで
諦めない選手の素晴らしい姿勢や、懸命にスタンドから声援
を送る応援団の姿は、多くの人に感動を与えると共に甲子園
球場の雰囲気を味わった全ての方にとって生涯の思い出とな
るのではないかと思います。現地まで駆けつけて下さった同
窓生の皆さん、当日矢巾町で行われたパブリックビューイン
グやテレビ等で応援して下さった同窓生の皆さん、温かいご
寄付をいただきました同窓生の皆さんに御礼申し上げますと

共に、出場報告におけるご芳名簿において誤記や記載漏れが
ありました失礼をお詫び申し上げます。甲子園出場後援会は
出場に係る諸経費等の精算等全て終了し、本年1月にその役目
を終え解散しましたことをご報告致します。
　また、昨年11月には不来方高校創立30周年記念式典、祝賀
会を開催することが出来ました。今回の周年行事にあたりま
しては、出来るだけ必要最低限の予算内で行うと共に、記念
行事の中心に在校生生徒の皆さんを据えたものにしたいとい
う基本方針で行いました。記念行事は、部活ごとに強豪校と
の交流試合の実施や指導者の招聘など普段の部活動では出来
ないような経験の機会とする事が出来たのではないかと思っ
ております。記念式典や祝賀会の開催にあたりましては、
ホームページ上や新聞紙上にてＰＲしたところであります
が、同窓生への周知率が予想よりもかなり低く十分なご案内
が出来なかった事をお詫び申し上げます。
　今後も同窓生による在校生への職業紹介や部活動における
卒業生と在校生の交流など、同窓生が在校生へメッセージを
送る機会が増えて行く事を願っておりますので、皆様のご協
力をお願い致します。

同 窓 会 長  沢 田 　雅 宏

会　費
繰越金
雑収入

計

総務費
事業費
会議費
慶弔費

事業積立金
予備費
借入金

計

項　目 予算額（A） 決算額（B） 増減（B-A） 摘　　要

項　目 予算額（A） 決算額（B） 増減（B-A） 摘　　要

●収入の部 （単位：円）

（単位：円）●支出の部

収　支 収入　　　　        支出　　　　        残額（繰越金）
2,032,957円　－　1,955,309円　＝　77,648円
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同窓生からのメッセージ同窓生からのメッセージ同窓生からのメッセージ

甲子園、そして30周年…

平成１７年度人文理数学系卒　村井 沙織
（フリーアナウンサー）

事務局だより事務局だより

事務局から会員の皆様へ

岩手県立不来方高等学校岩手県立不来方高等学校

1,664,000
89,193

190
300,000

2,053,383

115,000
565,000
155,000

20,000
850,000

48,383
300,000

2,053,383

95,627
727,432
101,010

6,000
650,000

75240
300000

1,955,309

19,373
△ 162,432

53,990
14,000

200,000
△ 26,857

0
98,074

1,638,000
89,193

5,764
300,000

2,032,957

△ 26,000
0

5,574
0

△ 20,426

2,000円×819名

預金利息・積立金解約利息等

郵送費
国際大会補助・広告掲載
会場費・旅費日当
歓迎会

カ ヌ ー 部
２０１７アジアカヌー
スプリント選手権大会３位

（５００M  JWK2）

平成２９年度全国高等学校
総合体育大会優勝

（２００M  WK2）

北舘知沙・
菊池夏生

ホッケー部
第７２回国民体育大会（少年男子）優勝 
工藤基明・澤柊汰

ハンドボール部
第７回女子ユース（U18）
アジアハンドボール選手権2位 
千葉夏希・谷藤悠

第７2回
国民体育大会優勝

（２００M  C1）吉田俊吾

音 楽 部　第70回全日本合唱コンクール全国大会 
３年連続 文部科学大臣賞（第１位）
１０年連続金賞特別表彰

　同窓会会計の会議費の中に、同期会費（葉書代補助）があります。卒業年
度の学年ごとに同期会を企画する際、葉書代（通信費）を補助いたします。
開催する場合は、本校同窓会担当までご連絡下さい。

　社会人になった今、改めて高校時代を振り返ると、朝から晩まで歌っていたような気がします。歌が
好きなだけで入部した音楽部。ほぼ休みのない日々でも、当時は無我夢中で大変だと思ったことはあり
ませんでした。それよりも、普通の高校生ではなかなかできないような体験ができたことは何よりも私
の大きな財産となっています。
　音楽部顧問の村松玲子先生がおっしゃっていた “迷ったら険しい道を選ぶ” という言葉。当時から岐路
に立ったときはこの言葉の通りに突き進んできました。卒業してからも定期演奏会で歌ったり、一昨年
のイタリア演奏旅行に同行させていただいたりと、OGとして今でも音楽部の後輩と共に活動させていた
だけること、不来方高校と繋がりがあることも嬉しく思っています。
　音楽部での経験もあり、音でメッセージを伝えること、声を使って表現することに興味をもち、現在
の仕事に就きました。昨年11月に行われた創立30周年記念祝賀会。有り難いことにお声をかけていただ
き、司会という大役を務めさせていただきました。母校の節目のお祝いの席で、自分が役に立つことが
できたなんて…この仕事をしていて良かったと思えた瞬間でした。
　＜言霊～ことだま～＞という言葉があるように、言葉にはエネルギーが宿っています。「ありがとう」と口にしたときは、な
んだか温かい気持ちになりませんか。それに対して人の悪口や不平不満の言葉を口にしたときは、なんとなく不快な気分になる
と思います。そのくらい、言葉には多大なパワーが秘められているのです。私はその言葉を使って笑顔を届けたい！幸せにした
い！そう思いながら毎回マイクを握っています。日常生活でも、「ありがとう」「楽しい」「嬉しい」「ついてる」「大丈夫」
など、もうだめだと落ち込んだ時にこそ、プラスの言葉を発してみると、ココロが元気になってくると思いますよ。“幸せはいつ
も自分の心が決める” ので、幸せな自分を信じて、怖がらずに新たな道の扉を開いてください。これからの毎日が輝きに満ちた
ものでありますように。

平成２9年度卒業生（２8回生）
学級幹事　　　  ＜◎は年次代表者＞会　　　長 沢田　雅宏　

副　会　長 川村　正章・遠藤　和樹・大河原　正弘・古川　岳夫（副校長）
理　　　事 邊見　卓也・池田　亮・太田代　敬子・大河原　奈穂・遠畑　竜一
 石塚　史子
監 査 委 員 齋藤　博士・山縣　富雄・佐藤　修一
顧　　　問 大久保　民蔵・横澤　一男・小原　貞徳・伊藤　民也・佐藤　和孝
　　　　　　　松尾　光則・川村　祥平・内澤　英明・川口　仁志・平藤　淳
年次代表者 １回生 佐々木正義・似里　正勝 ２回生 遠藤　和樹・水本　仁史
 ３回生 関口　晴美・山本　英樹 ４回生 草葉　隆和・大河原正弘
 ５回生 佐野　　徹・漆原　謙一 ６回生 高舘　知記・村上里代子
 ７回生 横沢　是仲・村上　　幸 ８回生 菅井周太郎・尾形　香織
 ９回生 古舘　伸郎・浪岡可奈子 10回生 立花　浩二・花坂由記子
 11回生 藤原　　歩・早坂　美里 12回生 廣田　恵介・片岡　照子
 13回生 中村栄里子・藤原　充利 14回生 照井　麻央・渋田　李樹
 15回生 工藤　昌也・田中　利宗 16回生 工藤　　唯・吉田あゆみ
 17回生 高橋　健人・盛合　将太 18回生 渡邊　翔太・照井ほたる
 19回生 吉田　彩織・森田　隆亮 20回生 水間　斉吾・中村みづき
 21回生 中村　　峻・堀合　喜生 22回生 佐藤　佳奈・髙橋　愛生
 23回生 相原　史香・帷子　瑠夏 24回生 松本　大輝・白澤　裕朔
 25回生 中村　大輔・阿部　大樹 26回生　 高橋　　惇・佐藤　隆祐
 27回生 柳田　彩華・大下　海樹
事 務 局 長 岩舘　直也　　　事務局次長　　内記　徹　　　事務局員　　大沢　勝

会　　　長 沢田　雅宏　
副　会　長 川村　正章・遠藤　和樹・大河原正弘・高橋　一佳（副校長）
理　　　事 邊見　卓也・池田　　亮・太田代敬子・大河原奈穂・遠畑　竜一
 石塚　史子
監 査 委 員 齋藤　博士・山縣　富雄・佐藤　修一
顧　　　問 大久保民蔵・横澤　一男・小原　貞徳・伊藤　民也・佐藤　和孝
 松尾　光則・川村　祥平・内澤　英明・川口　仁志
年次代表者 １回生 佐々木正義・似里　正勝 ２回生 遠藤　和樹・水本　仁史
 ３回生 関口　晴美・山本　英樹 ４回生 草葉　隆和・大河原正弘
 ５回生 佐野　　徹・漆原　謙一 ６回生 高舘　知記・村上里代子
 ７回生 横沢　是仲・村上　　幸 ８回生 菅井周太郎・尾形　香織
 ９回生 古舘　伸郎・浪岡可奈子 10回生 立花　浩二・花坂由記子
 11回生 藤原　　歩・早坂　美里 12回生 廣田　恵介・片岡　照子
 13回生 中村栄里子・藤原　充利 14回生 照井　麻央・渋田　李樹
 15回生 工藤　昌也・田中　利宗 16回生 工藤　　唯・吉田あゆみ
 17回生 高橋　健人・盛合　将太 18回生 渡邊　翔太・照井ほたる
 19回生 吉田　彩織・森田　隆亮 20回生 水間　斉吾・中村みづき
 21回生 中村　　峻・堀合　喜生 22回生 佐藤　佳奈・髙橋　愛生
 23回生 相原　史香・帷子　瑠夏 24回生 松本　大輝・白澤　裕朔
 25回生 中村　大輔・阿部　大樹 26回生　 高橋　　惇・佐藤　隆祐
事 務 局 長 岩舘　直也　　　事務局次長　　内記　　徹　　　事務局員　　大沢　　勝

１組　　板花　千夏（いたはな ちなつ）
　　　   工藤　祐奈（くどう ゆうな） 
――――――――――――――――――――
２組　　熊谷　晟和（くまがい せいな） 
　　　　吉田　理紗子（よしだ りさこ）  
――――――――――――――――――――
３組　　小笠原　蓮（おがさわら れん） 
　　　◎工藤　光（くどう ひかる） 
――――――――――――――――――――
４組　　半田　尚弥（はんだ なおや） 
　　　　坂本　佳桜里（さかもと かおり） 
――――――――――――――――――――
５組　◎永井　美帆（ながい みほ） 
　　　　端坂　陸都（はしさか りくと） 
――――――――――――――――――――
６組　　笹本　駿（ささもと しゅん） 
　　　　山口　真生（やまぐち まお） 
――――――――――――――――――――
７組　　佐藤　涼太（さとう りょうた） 
　　　　吉田　有沙（よしだ ありさ） 
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