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～同期会開催の補助～

平成29年度事業報告 平成29年度会計決算報告
平成２９年　４月　７日（金）　入学式（会長出席）
　　　　　　５月　９日（火）　ＰＴＡ・教育振興会総会（会長出席）
　　　　　　６月２１日（水）　ＰＴＡ・同窓会合同役員会
　　　　　　７月　７日（金）　高校野球県大会パンフレット広告掲載（高校野球選手権県大会）
　　　　　　７月２２日（土）　全国高等学校総合体育大会岩手日報広告掲載
　　　　　　７月２６日（水）　平成２８年度同窓会会計監査（本校会議室・斉藤監査委員）
　　　　　　８月２６日（土）　同窓会第１回役員会並びに代表者会議（盛岡グランドホテルアネックス）
　　　　　１１月　２日（木）　創立３０周年記念式典・祝賀会
　　　　　１１月２０日（土）　ＰＴＡ・同窓会合同役員会
平成３０年　１月１９日（金）　ＰＴＡ・同窓会合同役員会
　　　　　　　　　　　　　　　同窓会報２８号発行
　　　　　　　　　　　　　　　同窓会入会式（会長出席）
　　　　　　３月　１日（木）　卒業式（池田理事出席）
　　　　　　３月　３日（土）　同窓会役員会（盛岡グランドホテルアネックス）

　矢巾の地に不来方高校ができ早くも30
年が過ぎました。この間、地元の方々や
関係各位のたくさんのご支援をいただき
ながら今日の不来方が作られてきたこと
を30周年記念事業を機に改めて深く感じ

ることができました。
　私が１回生として入学した当時を振り返りますと未完成の
校舎、十分ではない設備の中で高校生活がスタートしまし
た。校舎周辺は水田地帯であり自転車の灯りを頼りに下校し
たことを思い出します。その後、近隣の商業施設のオープン
や校舎周辺の住宅地化、矢巾駅前の整備など校舎を取り巻く
環境は大きく変化してきました。さらに岩手医科大学・附属
病院の移転に伴い、ますます環境の変化や人の流れの変化が
あるのではないかと思います。そのような中で不来方高校も
30年の節目を迎え、さらに未来を見据えていくことが大切だ
と考えています。学校としてはまだまだ歴史の浅い高校では

ありますが、今までの在校生の活躍による素晴らしい成績を
糧とし、更に次へのステップへと飛躍していく時期が来てい
ると思います。
　同窓会としましても今後の更なる母校の発展のため全力で
支援をしていく所存ですが、併せて既存の同窓会の体制をよ
り一層強化し、組織や役員の体制の再構築を行うことで同窓
生がより一層母校を支援できるようなシステムを模索する時
期としていきたいを考えています。
　周辺環境の変化とともに少子高齢化や今後のニーズの多様
化など学校に求められることは大きく変化してくるはずです
が、その変化に対応できるような同窓会となるように尽力し
てまいります。1万名を超える同窓生すべてに情報発信するこ
とは難しいことではありますが、今後もなお一層の同窓生の
ご支援をいただくことができるよう、母校の様子を伝えてい
きたいを思いますので、同窓生の皆さんのご支援をお願いい
たします。

同 窓 会 長  沢 田 　雅 宏
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同窓会のこれから

平成１８年度体育学系卒　及川　栞
（女子プロホッケー選手）

事務局だより事務局だより
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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
平成３０年度全国高等学校
総合体育大会カヌー競技

（C1  ２００M）優勝 
吉田俊吾
第７３回国民体育大会
カヌー競技

（C1  ２００M・５００M）

優勝 吉田俊吾
（WK2  ２００M）

優勝 稲垣千夏（左）・佐々木伶奈（右）

全日本中国語スピーチ
コンテスト全国大会
高校生部門　

第１位  林 咲良

そろばんグランプリ
ジャパン２０１８
読み上げ暗算競技

優勝  本間聖康

音 楽 部　
第７１回全日本合唱コンクール全国大会Bグループ 金賞

　同窓会では、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）を補助してい
ます。開催する場合は、本校同窓会担当までご連絡下さい。また、本校同窓会への寄付につ
いて、学校HPにて掲載しております。ご覧いただき、温かいご支援をお願い致します。

　こんにちは。平成 18 年度卒業生の及川栞です。私は不来方高校（体育学系・ホッケー部）を卒業後、
奈良県の天理大学、岐阜県のソニー BRAVIA Ladies に入団し、今はホッケー世界最高峰のオランダの
クラブチーム Oranje-Rood（オレンジレッド）で日本人初の女子プロホッケー選手としてプレーしてい
ます。不来方高校のホッケーグランドを走り回っている時は自分がまさか、海外のチームでプロとして
プレーをするなんて思ってもいませんでした。不運にも高校３年間で私は一度もインターハイを経験す
ることが出来ませんでした。私にとって高校生活で一番悔しい思い出です。でもその悔しさがあり、今
の私がいます。日本でまだまだ認知度の少ないホッケー。前例がないプロのホッケー選手。色々な不安
はありましたが、それ以上にホッケーが大好き、上手くなりたい、ホッケーを有名にしたいという思い
が強く、ほとんど迷いなくこの道を選択することが出来ました。その経験もあり、昨年のアジア大会で
は初優勝することが出来ました。しかし、何と言っても私の最大の目標は『２０２０東京オリンピック
で金メダルを獲ること』です。その通過点としてアジアの頂点に立てたことは非常に嬉しいです。レベ
ルの高いところで自分の競技力を向上させることが目標達成に少しでも近づけると思い、日々体の大き
なオランダ人と一緒にトレーニングに励んでいます。
　皆さんにも自分の好きなこと、やりたいと思ったことはとことんやり続けて欲しいと思います。出来るかな？と思うことでも
まず挑戦してみてください。その時に自分の強みというものをしっかり持って挑戦してください。強みは自分の自信に繋がります。
そして、それは自分にしか出来ない素晴らしい経験になるはずです。その挑戦が結果的に失敗になったとしても挑戦したことに
大きな意味があり人としても一歩、二歩成長出来ます。これから皆さんは新しい環境でたくさん乗り越えなければならないこと
があると思いますが、周りの人たちへの感謝を忘れず、高校時代共に過ごした仲間、友達を大切に、これからもあなたらしい素
敵な人生を歩んでください。

平成３０年度卒業生（２９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・三浦　立（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 28回生　工藤　　光・永井　美帆
事 務 局 長 岩舘　直也　　　事務局次長　　内記　徹　　　
事 務 局 員 大沢　　勝・阿部　一葉・山本　修平

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　　大宮　優月（おおみや　ゆづき）
　　　   平山　湖鳥（ひらやま　ことり）
――――――――――――――――――――
２組　　舘柳　明香里（たてやなぎ　あかり） 
　　　◎田中　天夢（たなか　ひろむ） 
――――――――――――――――――――
３組　　齋藤　祐菜（さいとう　ゆうな） 
　　　　澤村　真実（さわむら　まなみ） 
――――――――――――――――――――
４組　　谷藤　悠（たにふじ　はるか） 
　　　　千葉　夏希（ちば　なつき） 
――――――――――――――――――――
５組　　佐藤　琴菜（さとう　ことな） 
　　　　鷹觜　零志（たかのはし　れいじ） 
――――――――――――――――――――
６組　　大坪　小百合（おおつぼ　さゆり）
　　　◎早坂　璃子（はやさか　りこ） 
――――――――――――――――――――
７組　　松嶋　祥稀（まつしま　よしき） 
　　　　向平　　茂（むかいだいら　しげる） 

平成30年度役員

２月２８日（水）
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＜水泳部＞
■県高総体  

男子 400m自由形　３位　川戸翔太
  　  100m平泳ぎ　１位　島野悠平
  　  200m平泳ぎ　２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
  　  400mリレー　２位　幅野・小野寺・及川・岩井

■東北選手権
男子 200m平泳ぎ　３位　島野悠平（日本高等学校選手権出場）
女子   50m自由形　２位　及川羽藍（日本高等学校選手権出場）
       100m自由形　３位　及川羽藍（日本高等学校選手権出場）

■国民体育大会
女子A400mリレー出場　　及川羽藍

■県新人
女子  50m自由形　１位　及川羽藍
 　  100m自由形　１位　及川羽藍
 　  100m背泳ぎ　１位　小野寺彩華
 　  200m背泳ぎ　１位　小野寺彩華
　　400mリレー　２位　及川・小野寺・岩井・幅野
　　400mリレー　２位　小野寺・岩井・幅野・及川

■東北新人大会
女子  50m自由形　３位　及川羽藍
 　  100m自由形　２位　及川羽藍
 　  100m背泳ぎ　３位　小野寺彩華

＜バレーボール＞
■県高総体　男子２位　
■県選手権　男子３位
■県新人　　男子１位（東北大会出場）

＜サッカー＞
■県高総体　男子ベスト８　女子２位
■県選手権　男子ベスト８　女子２位
■県新人　　男子２位　女子２位（東北地区大会ベスト８）

＜ラグビー＞
■7人制県大会　　 ５位
■県高総体　　　　５位
■全国高校県大会　８位
■県新人　　　　　７位（合同チーム）

＜ハンドボール＞
■県高総体　　　男子　１位（21年連続23回目）　
　　　　　　　　女子　１位（4年連続14回目)
■東北選手権　　男子　１位（２年連続16回目）　
　　　　　　　　女子　２位
■全国高総体　　男子　２回戦　女子３位
■国民体育大会　男子５位　女子５位

■全日本選手権　女子２回戦
■県新人　　　　男子　１位（3年連続23回目）
　　　　　　　　女子　１位（5年連続14回目）
■県選抜　　　　男子　１位（3年ぶり23回目）　
　　　　　　　　女子　１位（12年連続17回目）
■東北選抜　　　男子　１位（2年連続17回目）
　　　　　　　　女子　１位（2年連続7回目）

＜柔道＞
■県高総体　　
　女子団体　　　　　 ２位（東北大会出場）
　女子個人　48㎏級　２位　金子能亜（東北大会出場）
　　　　　　63㎏級　１位　川村いろは（全国大会出場）
■全国高総体　63㎏級　川村いろは　出場
■県新人
　女子団体　　　　　 ２位
　女子個人　48㎏級　１位　金子能亜
　女子個人　52㎏級　１位　髙田ほくと
■県選手権
　女子団体　　　　　 ２位（東北大会出場）
　女子個人　48㎏級　１位　金子能亜（全国大会出場）
　女子個人　52㎏級　１位　高田ほくと（全国大会出場）
　女子個人　63㎏級　２位　川村琴乃（東北大会出場）

＜弓道＞
■県新人　　女子団体　３位

＜ホッケー＞
■県高総体　　　男子２位　女子１位
■東北選手権　　女子２位
■全国高総体　　女子　１回戦
■国民体育　　　男子５位　女子５位
■全国選抜　　　女子　１回戦

＜空手道＞
■県高総体
　男子個人形　　２位　駒田悠翼（全国出場）
　女子個人形　　５位　澤村真実（東北出場）
　　　　　　　　　　　千葉佳　（東北出場）
　男子個人組手　２位　格矢幸陽（全国出場）
　女子個人組手　２位　澤村真実（全国出場）
■県新人
　男子個人形　　２位　駒田悠翼（東北出場）
　女子個人形　　３位　小野寺奈美（東北出場）
　男子個人組手　＋68㎏級  １位  格矢幸陽（東北出場）
　女子個人組手　－53㎏級  １位  畠山真穂華（東北出場）
　女子団体組手　２位　小野寺奈美・菊池音羽・
　　　　　　　　　　　菊地舞桜・畠山真穂華

＜カヌー＞
■全国高総体
　男子200m C1　　１位　吉田俊吾
　男子500m C1　　４位　吉田俊吾

運動部 　女子200m WK2　３位　稲垣千夏・鷹橋茉美
　　　200m WK4　５位　稲垣千夏・鷹橋茉美・
　　　　　　　　　　　　 佐々木伶奈・五十嵐
　　　500m WK2　４位　稲垣千夏・鷹橋茉美
　　　500m WK4　７位　稲垣千夏・鷹橋茉美・
　　　　　　　　　　　 　佐々木伶奈・五十嵐
■国民体育大会
　男子200ｍ C1　  １位　吉田俊吾
　　　500ｍ C1　  １位　吉田俊吾
　女子200m WK1　７位　鷹橋茉美
　　　200m WK2　１位　稲垣千夏・佐々木伶奈
　　　500m WK1　９位　鷹橋茉美
　　　500m WK2　４位　稲垣千夏・佐々木伶奈

＜美術＞
■県高総文祭美術工芸展
　絵画部門　
　　特賞：菊池怜・後藤菜瑠・小林楓歌・紺野夏鈴・
　　　　　佐々木三紀・藤田伊織・小澤七海・関俊輔
　　　　　沼田岳人・松尾胡桃
　　　　　＊全国展推薦　関俊輔　
　デザイン部門　
　　特賞：漆真下歩・大欠優香・大宮優月・佐藤侑来・
　　　　　上山愛莉・千田萌
　立体部門　
　　特賞：夕向杏奈・伊山桂・古川慈樹
　　　　　＊全国展推薦　伊山桂　　

＜工芸＞
■県高総文祭美術工芸展
　工芸部門　特賞　藤田ささら・谷地笑歌・柱果那
　　　　
＜書道＞
■県高等学校書道作品コンクール
　奨励賞　大坪小百合・藤井智花早
■県高総文祭
　第１種漢字・仮名　優秀賞　藤井智花早
■県書写書道作品コンクール
　推薦　山口夢香　　特選　髙橋沙季　

＜音楽＞
■全日本合唱コンクール県大会　　金賞
■全日本合唱コンクール東北大会　金賞
■全日本合唱コンクール全国大会　金賞
■県合唱小アンサンブルコンテスト　   金賞（全国出場予定）

＜吹奏楽＞
■全日本吹奏楽コンクール県大会
　高等学校の部　銀賞

＜演劇＞
■県高総文祭演劇部門発表会
　優秀賞　創作脚本賞「空夢の箱」　KOZ演劇部作 　　　

＜写真＞
■県高文連写真専門部夏季写真コンテスト
　特賞　熊谷玄勢　　佳作　福士彩貴
■岩手日報社第24回高校生フォトコンテスト
　第３席　川村洋夢
■岩手日報社第26回高校生フォトコンテスト
　第１席　大坪真桜

＜外国語学系＞
■全日本中国語スピーチコンテスト東北大会
　３位　林咲良
■全日本中国語スピーチコンテスト全国大会
　高校生部門　１位　林咲良
■県高等学校英語スピーチコンテスト
　６位　川村愛理

＜放送委員会＞
■県高総文祭放送部門
　朗読部門　優秀賞　高橋彩乃
　ラジオドキュメント部門　入選
■NHK杯全国高校放送コンテスト朗読部門
　出場　高橋彩乃
■県新人
　アナウンス部門　入選　菊池音羽（東北大会出場）
　朗読部門　　　　入選　小瀬川涼音（東北大会出場）
　テレビキャンペーン部門　優秀賞（東北大会出場）

＜家庭クラブ＞
■全国高等学校家庭クラブ研究発表大会
　ホームプロジェクトの部
　家庭科教育協会賞　クラブ員奨励賞　佐藤香住
■東北ブロック高等学校家庭クラブ研究発表大会
　ホームプロジェクトの部
　最優秀賞　菊池音羽

＜美工コース＞
■第19回デザイングランプリTOHOKU
　優秀賞　大宮優月　　
　奨励賞　沼澤愛帆　
　東北地区印刷協議会会長賞　佐藤涼・宍戸優花　
　期待賞　川村梓・大欠優香・佐藤涼
■第71回岩手芸術祭美術展彫刻部門
　部門賞　夕向杏奈　　

＜その他＞
■第９回いっしょに読もう！新聞コンクール　
　全国奨励賞　沼山紗有香
■そろばんグランプリジャパン2018　読み上げ暗算競技
　優勝　本間聖康

2018  主な大会記録

校 長　佐々木和哉「ほころぶ心の芽、咲きほこる心の花、結ぶ心の果実」

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

女子ホッケー部

全国高等学校総合体育大会 出場

全国高等学校総合体育大会 出場

全国高等学校総合文化祭
立体部門出展

全国高校放送コンテスト
朗読部門出場

国民体育大会 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

国民体育大会 ５位
男子ハンドボール部

全国高等学校総合体育大会
出場

全国高等学校総合体育大会
出場

柔道部

水泳部

芸術学系放送委員会

カヌー部カヌー部カヌー部カヌー部カヌー部
全国高等学校総合体育大会
男子　C1 200M　優勝
女子  WK2 200M  ３位　
上位入賞多数　

国民体育大会　
男子 C1 200M・500M　優勝
女子 WK2 200M　優勝
上位入賞多数

文化部等

県高総体　男子1００M平泳ぎ優勝
県新人大会　女子50・100m自由形優勝
　　　　　　女子100・200m背泳ぎ優勝県高総体　女子個人63㎏優勝

県新人大会　
　男子個人形優勝　女子個人形優勝

県高総体優勝
（インターハイ出場）

国体出場

県高総体優勝
東北選抜大会優勝 東北高等学校新人選抜大会 出場

県合唱小アンサンブルコンテスト
3チーム金賞（１・２年）

県高総体優勝（21年連続23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5位（岩手選抜）

県高総体優勝（4年連続14回目）インターハイ3位
東北選抜大会優勝（全国選抜大会出場決定）
国体5位（岩手選抜）

柔　　道 水　泳　部 空　手　部

女子ホッケー部 女子サッカー部 音　楽　部

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。お陰様をもちまして、昨年度の
創立30周年を越え、本校の教育活動は、新しい時
代に、一歩踏み出すことができました。衷心より感
謝申し上げます。
不来方高等学校には、人文・理数・芸術・外国

語・体育と香る花が五つあります。全校生徒それぞれのエネルギーが、五つ
の花の香りとなり、それぞれの方向に放たれ、それぞれがそれぞれに敬意
を持ち、一体となって美しく咲き誇ります。そして、その香りは、今よりも未来
に向かってより芳しさを増すと信じています。ほころぶ若い心の芽、咲きほ
こる心の花、結ぶ心の果実を、同窓生の皆様に一つでも多く届けられたら
と思いますとともに、これまでと変わらぬ応援とご声援をいただければ、な
により幸いと存じます。
今年度も不来方の生徒は、躍動いたしました。音楽部は、全日本合唱コン

クール全国大会において編成の大きいＢクループに、混声合唱になってか
ら初めて挑戦し、11年連続19回目の金賞を受賞しました。カヌー部は、カナ

ディアン男子シングルが、県勢初のインターハイ優勝を果たし、国体でも２
連覇を成し遂げました。カヤック女子ペアも国体優勝を勝ち取りました。
昨年、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
ル女子は今年度も３位に入賞しました。
また、全日本中国語スピーチコンテスト全国大会で、そろばんグランプリ

ジャパンで、日本一に輝いた生徒がいます。全国高等学校家庭クラブ連盟
研究発表大会ホームプロジェクトの部で全国家庭科教育協会賞を受賞し
たうえに、参加した高校生たちの支持を集めた発表に送られるクラブ員奨
励賞をいただいた生徒がいます。全国で花を咲かせた生徒たちの他にも、
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。そして、生徒たちは地域への恩返しも忘れ
ず、ボランティアにも取り組んでいます。
生徒たちは、「不来方の学び」を続け、「不来方の流儀」を身につけ、心

の芽をほころばせ、心の花を咲かせ、心の果実を結ぶため、それぞれの高
みを目指して、ひたむき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。

全国高等学校総合体育大会全国高等学校総合体育大会全国高等学校総合体育大会全国高等学校総合体育大会全国高等学校総合体育大会全国高等学校総合体育大会
国民体育大会 ５位

全国高等学校総合体育大会
国民体育大会 ５位

国民体育大会出場



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 400m自由形　３位　川戸翔太
  　  100m平泳ぎ　１位　島野悠平
  　  200m平泳ぎ　２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
  　  400mリレー　２位　幅野・小野寺・及川・岩井

■東北選手権
男子 200m平泳ぎ　３位　島野悠平（日本高等学校選手権出場）
女子   50m自由形　２位　及川羽藍（日本高等学校選手権出場）
       100m自由形　３位　及川羽藍（日本高等学校選手権出場）

■国民体育大会
女子A400mリレー出場　　及川羽藍

■県新人
女子  50m自由形　１位　及川羽藍
 　  100m自由形　１位　及川羽藍
 　  100m背泳ぎ　１位　小野寺彩華
 　  200m背泳ぎ　１位　小野寺彩華
　　400mリレー　２位　及川・小野寺・岩井・幅野
　　400mリレー　２位　小野寺・岩井・幅野・及川

■東北新人大会
女子  50m自由形　３位　及川羽藍
 　  100m自由形　２位　及川羽藍
 　  100m背泳ぎ　３位　小野寺彩華

＜バレーボール＞
■県高総体　男子２位　
■県選手権　男子３位
■県新人　　男子１位（東北大会出場）

＜サッカー＞
■県高総体　男子ベスト８　女子２位
■県選手権　男子ベスト８　女子２位
■県新人　　男子２位　女子２位（東北地区大会ベスト８）

＜ラグビー＞
■7人制県大会　　 ５位
■県高総体　　　　５位
■全国高校県大会　８位
■県新人　　　　　７位（合同チーム）

＜ハンドボール＞
■県高総体　　　男子　１位（21年連続23回目）　
　　　　　　　　女子　１位（4年連続14回目)
■東北選手権　　男子　１位（２年連続16回目）　
　　　　　　　　女子　２位
■全国高総体　　男子　２回戦　女子３位
■国民体育大会　男子５位　女子５位

■全日本選手権　女子２回戦
■県新人　　　　男子　１位（3年連続23回目）
　　　　　　　　女子　１位（5年連続14回目）
■県選抜　　　　男子　１位（3年ぶり23回目）　
　　　　　　　　女子　１位（12年連続17回目）
■東北選抜　　　男子　１位（2年連続17回目）
　　　　　　　　女子　１位（2年連続7回目）

＜柔道＞
■県高総体　　
　女子団体　　　　　 ２位（東北大会出場）
　女子個人　48㎏級　２位　金子能亜（東北大会出場）
　　　　　　63㎏級　１位　川村いろは（全国大会出場）
■全国高総体　63㎏級　川村いろは　出場
■県新人
　女子団体　　　　　 ２位
　女子個人　48㎏級　１位　金子能亜
　女子個人　52㎏級　１位　髙田ほくと
■県選手権
　女子団体　　　　　 ２位（東北大会出場）
　女子個人　48㎏級　１位　金子能亜（全国大会出場）
　女子個人　52㎏級　１位　高田ほくと（全国大会出場）
　女子個人　63㎏級　２位　川村琴乃（東北大会出場）

＜弓道＞
■県新人　　女子団体　３位

＜ホッケー＞
■県高総体　　　男子２位　女子１位
■東北選手権　　女子２位
■全国高総体　　女子　１回戦
■国民体育　　　男子５位　女子５位
■全国選抜　　　女子　１回戦

＜空手道＞
■県高総体
　男子個人形　　２位　駒田悠翼（全国出場）
　女子個人形　　５位　澤村真実（東北出場）
　　　　　　　　　　　千葉佳　（東北出場）
　男子個人組手　２位　格矢幸陽（全国出場）
　女子個人組手　２位　澤村真実（全国出場）
■県新人
　男子個人形　　２位　駒田悠翼（東北出場）
　女子個人形　　３位　小野寺奈美（東北出場）
　男子個人組手　＋68㎏級  １位  格矢幸陽（東北出場）
　女子個人組手　－53㎏級  １位  畠山真穂華（東北出場）
　女子団体組手　２位　小野寺奈美・菊池音羽・
　　　　　　　　　　　菊地舞桜・畠山真穂華

＜カヌー＞
■全国高総体
　男子200m C1　　１位　吉田俊吾
　男子500m C1　　４位　吉田俊吾

運動部 　女子200m WK2　３位　稲垣千夏・鷹橋茉美
　　　200m WK4　５位　稲垣千夏・鷹橋茉美・
　　　　　　　　　　　　 佐々木伶奈・五十嵐
　　　500m WK2　４位　稲垣千夏・鷹橋茉美
　　　500m WK4　７位　稲垣千夏・鷹橋茉美・
　　　　　　　　　　　 　佐々木伶奈・五十嵐
■国民体育大会
　男子200ｍ C1　  １位　吉田俊吾
　　　500ｍ C1　  １位　吉田俊吾
　女子200m WK1　７位　鷹橋茉美
　　　200m WK2　１位　稲垣千夏・佐々木伶奈
　　　500m WK1　９位　鷹橋茉美
　　　500m WK2　４位　稲垣千夏・佐々木伶奈

＜美術＞
■県高総文祭美術工芸展
　絵画部門　
　　特賞：菊池怜・後藤菜瑠・小林楓歌・紺野夏鈴・
　　　　　佐々木三紀・藤田伊織・小澤七海・関俊輔
　　　　　沼田岳人・松尾胡桃
　　　　　＊全国展推薦　関俊輔　
　デザイン部門　
　　特賞：漆真下歩・大欠優香・大宮優月・佐藤侑来・
　　　　　上山愛莉・千田萌
　立体部門　
　　特賞：夕向杏奈・伊山桂・古川慈樹
　　　　　＊全国展推薦　伊山桂　　

＜工芸＞
■県高総文祭美術工芸展
　工芸部門　特賞　藤田ささら・谷地笑歌・柱果那
　　　　
＜書道＞
■県高等学校書道作品コンクール
　奨励賞　大坪小百合・藤井智花早
■県高総文祭
　第１種漢字・仮名　優秀賞　藤井智花早
■県書写書道作品コンクール
　推薦　山口夢香　　特選　髙橋沙季　

＜音楽＞
■全日本合唱コンクール県大会　　金賞
■全日本合唱コンクール東北大会　金賞
■全日本合唱コンクール全国大会　金賞
■県合唱小アンサンブルコンテスト　   金賞（全国出場予定）

＜吹奏楽＞
■全日本吹奏楽コンクール県大会
　高等学校の部　銀賞

＜演劇＞
■県高総文祭演劇部門発表会
　優秀賞　創作脚本賞「空夢の箱」　KOZ演劇部作 　　　

＜写真＞
■県高文連写真専門部夏季写真コンテスト
　特賞　熊谷玄勢　　佳作　福士彩貴
■岩手日報社第24回高校生フォトコンテスト
　第３席　川村洋夢
■岩手日報社第26回高校生フォトコンテスト
　第１席　大坪真桜

＜外国語学系＞
■全日本中国語スピーチコンテスト東北大会
　３位　林咲良
■全日本中国語スピーチコンテスト全国大会
　高校生部門　１位　林咲良
■県高等学校英語スピーチコンテスト
　６位　川村愛理

＜放送委員会＞
■県高総文祭放送部門
　朗読部門　優秀賞　高橋彩乃
　ラジオドキュメント部門　入選
■NHK杯全国高校放送コンテスト朗読部門
　出場　高橋彩乃
■県新人
　アナウンス部門　入選　菊池音羽（東北大会出場）
　朗読部門　　　　入選　小瀬川涼音（東北大会出場）
　テレビキャンペーン部門　優秀賞（東北大会出場）

＜家庭クラブ＞
■全国高等学校家庭クラブ研究発表大会
　ホームプロジェクトの部
　家庭科教育協会賞　クラブ員奨励賞　佐藤香住
■東北ブロック高等学校家庭クラブ研究発表大会
　ホームプロジェクトの部
　最優秀賞　菊池音羽

＜美工コース＞
■第19回デザイングランプリTOHOKU
　優秀賞　大宮優月　　
　奨励賞　沼澤愛帆　
　東北地区印刷協議会会長賞　佐藤涼・宍戸優花　
　期待賞　川村梓・大欠優香・佐藤涼
■第71回岩手芸術祭美術展彫刻部門
　部門賞　夕向杏奈　　

＜その他＞
■第９回いっしょに読もう！新聞コンクール　
　全国奨励賞　沼山紗有香
■そろばんグランプリジャパン2018　読み上げ暗算競技
　優勝　本間聖康

2018  主な大会記録

校 長　佐々木和哉「ほころぶ心の芽、咲きほこる心の花、結ぶ心の果実」

不来方!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

女子ホッケー部

全国高等学校総合体育大会 出場

全国高等学校総合体育大会 出場

全国高等学校総合文化祭
立体部門出展

全国高校放送コンテスト
朗読部門出場

国民体育大会 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

国民体育大会 ５位
男子ハンドボール部

全国高等学校総合体育大会
出場

全国高等学校総合体育大会
出場

柔道部

水泳部

芸術学系放送委員会

カヌー部
全国高等学校総合体育大会
男子　C1 200M　優勝
女子  WK2 200M  ３位　
上位入賞多数　

国民体育大会　
男子 C1 200M・500M　優勝
女子 WK2 200M　優勝
上位入賞多数

文化部等

県高総体　男子1００M平泳ぎ優勝
県新人大会　女子50・100m自由形優勝
　　　　　　女子100・200m背泳ぎ優勝県高総体　女子個人63㎏優勝

県新人大会　
　男子個人形優勝　女子個人形優勝

県高総体優勝
（インターハイ出場）

国体出場

県高総体優勝
東北選抜大会優勝 東北高等学校新人選抜大会 出場

県合唱小アンサンブルコンテスト
3チーム金賞（１・２年）

県高総体優勝（21年連続23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5位（岩手選抜）

県高総体優勝（4年連続14回目）インターハイ3位
東北選抜大会優勝（全国選抜大会出場決定）
国体5位（岩手選抜）

柔　　道 水　泳　部 空　手　部

女子ホッケー部 女子サッカー部 音　楽　部

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。お陰様をもちまして、昨年度の
創立30周年を越え、本校の教育活動は、新しい時
代に、一歩踏み出すことができました。衷心より感
謝申し上げます。
不来方高等学校には、人文・理数・芸術・外国

語・体育と香る花が五つあります。全校生徒それぞれのエネルギーが、五つ
の花の香りとなり、それぞれの方向に放たれ、それぞれがそれぞれに敬意
を持ち、一体となって美しく咲き誇ります。そして、その香りは、今よりも未来
に向かってより芳しさを増すと信じています。ほころぶ若い心の芽、咲きほ
こる心の花、結ぶ心の果実を、同窓生の皆様に一つでも多く届けられたら
と思いますとともに、これまでと変わらぬ応援とご声援をいただければ、な
により幸いと存じます。
今年度も不来方の生徒は、躍動いたしました。音楽部は、全日本合唱コン

クール全国大会において編成の大きいＢクループに、混声合唱になってか
ら初めて挑戦し、11年連続19回目の金賞を受賞しました。カヌー部は、カナ

ディアン男子シングルが、県勢初のインターハイ優勝を果たし、国体でも２
連覇を成し遂げました。カヤック女子ペアも国体優勝を勝ち取りました。
昨年、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
ル女子は今年度も３位に入賞しました。
また、全日本中国語スピーチコンテスト全国大会で、そろばんグランプリ

ジャパンで、日本一に輝いた生徒がいます。全国高等学校家庭クラブ連盟
研究発表大会ホームプロジェクトの部で全国家庭科教育協会賞を受賞し
たうえに、参加した高校生たちの支持を集めた発表に送られるクラブ員奨
励賞をいただいた生徒がいます。全国で花を咲かせた生徒たちの他にも、
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。そして、生徒たちは地域への恩返しも忘れ
ず、ボランティアにも取り組んでいます。
生徒たちは、「不来方の学び」を続け、「不来方の流儀」を身につけ、心

の芽をほころばせ、心の花を咲かせ、心の果実を結ぶため、それぞれの高
みを目指して、ひたむき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。

国民体育大会 ５位国民体育大会 ５位

国民体育大会出場



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（４） （１）

～同期会開催の補助～

平成29年度事業報告平成29年度事業報告 平成29年度会計決算報告平成29年度会計決算報告
平成２９年　４月　７日（金）　入学式（会長出席）
　　　　　　５月　９日（火）　ＰＴＡ・教育振興会総会（会長出席）
　　　　　　６月２１日（水）　ＰＴＡ・同窓会合同役員会
　　　　　　７月　７日（金）　高校野球県大会パンフレット広告掲載（高校野球選手権県大会）
　　　　　　７月２２日（土）　全国高等学校総合体育大会岩手日報広告掲載
　　　　　　７月２６日（水）　平成２８年度同窓会会計監査（本校会議室・斉藤監査委員）
　　　　　　８月２６日（土）　同窓会第１回役員会並びに代表者会議（盛岡グランドホテルアネックス）
　　　　　１１月　２日（木）　創立３０周年記念式典・祝賀会
　　　　　１１月２０日（土）　ＰＴＡ・同窓会合同役員会
平成３０年　１月１９日（金）　ＰＴＡ・同窓会合同役員会
　　　　　　　　　　　　　　　同窓会報２８号発行
　　　　　　　　　　　　　　　同窓会入会式（会長出席）
　　　　　　３月　１日（木）　卒業式（池田理事出席）
　　　　　　３月　３日（土）　同窓会役員会（盛岡グランドホテルアネックス）

　矢巾の地に不来方高校ができ早くも30
年が過ぎました。この間、地元の方々や
関係各位のたくさんのご支援をいただき
ながら今日の不来方が作られてきたこと
を30周年記念事業を機に改めて深く感じ

ることができました。
　私が１回生として入学した当時を振り返りますと未完成の
校舎、十分ではない設備の中で高校生活がスタートしまし
た。校舎周辺は水田地帯であり自転車の灯りを頼りに下校し
たことを思い出します。その後、近隣の商業施設のオープン
や校舎周辺の住宅地化、矢巾駅前の整備など校舎を取り巻く
環境は大きく変化してきました。さらに岩手医科大学・附属
病院の移転に伴い、ますます環境の変化や人の流れの変化が
あるのではないかと思います。そのような中で不来方高校も
30年の節目を迎え、さらに未来を見据えていくことが大切だ
と考えています。学校としてはまだまだ歴史の浅い高校では

ありますが、今までの在校生の活躍による素晴らしい成績を
糧とし、更に次へのステップへと飛躍していく時期が来てい
ると思います。
　同窓会としましても今後の更なる母校の発展のため全力で
支援をしていく所存ですが、併せて既存の同窓会の体制をよ
り一層強化し、組織や役員の体制の再構築を行うことで同窓
生がより一層母校を支援できるようなシステムを模索する時
期としていきたいを考えています。
　周辺環境の変化とともに少子高齢化や今後のニーズの多様
化など学校に求められることは大きく変化してくるはずです
が、その変化に対応できるような同窓会となるように尽力し
てまいります。1万名を超える同窓生すべてに情報発信するこ
とは難しいことではありますが、今後もなお一層の同窓生の
ご支援をいただくことができるよう、母校の様子を伝えてい
きたいを思いますので、同窓生の皆さんのご支援をお願いい
たします。

同 窓 会 長  沢 田 　雅 宏

会費
繰越金
雑収入
借入金

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）
2,023,656円　－　1,875,928円　＝　147,728円

Vol.29

発行　不来方高校同窓会

印刷　五六堂印刷

2019 .  2 . 28

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

同窓会のこれから

平成１８年度体育学系卒　及川　栞
（女子プロホッケー選手）

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

1,662,000
77,648

120
300,000

2,039,768

115,000
565,000
155,000

20,000
850,000

34,768
300,000

1,739,768

67,739
761,046
125,585

6,000
500,000
115558
300000

1,875,928

47,261
△ 196,046

29,415
14,000

350,000
△ 80,790

0
△ 136,160

1,646,000
77,648

8
300,000

2,023,656

△ 16,000
0

△ 112
0

△ 16,112

2,000円×823名

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
平成３０年度全国高等学校
総合体育大会カヌー競技

（C1  ２００M）優勝 
吉田俊吾
第７３回国民体育大会
カヌー競技

（C1  ２００M・５００M）

優勝 吉田俊吾
（WK2  ２００M）

優勝 稲垣千夏（左）・佐々木伶奈（右）

全日本中国語スピーチ
コンテスト全国大会
高校生部門　

第１位  林 咲良

そろばんグランプリ
ジャパン２０１８
読み上げ暗算競技

優勝  本間聖康

音 楽 部　
第７１回全日本合唱コンクール全国大会Bグループ 金賞

　同窓会では、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）を補助してい
ます。開催する場合は、本校同窓会担当までご連絡下さい。また、本校同窓会への寄付につ
いて、学校HPにて掲載しております。ご覧いただき、温かいご支援をお願い致します。

　こんにちは。平成 18 年度卒業生の及川栞です。私は不来方高校（体育学系・ホッケー部）を卒業後、
奈良県の天理大学、岐阜県のソニー BRAVIA Ladies に入団し、今はホッケー世界最高峰のオランダの
クラブチーム Oranje-Rood（オレンジレッド）で日本人初の女子プロホッケー選手としてプレーしてい
ます。不来方高校のホッケーグランドを走り回っている時は自分がまさか、海外のチームでプロとして
プレーをするなんて思ってもいませんでした。不運にも高校３年間で私は一度もインターハイを経験す
ることが出来ませんでした。私にとって高校生活で一番悔しい思い出です。でもその悔しさがあり、今
の私がいます。日本でまだまだ認知度の少ないホッケー。前例がないプロのホッケー選手。色々な不安
はありましたが、それ以上にホッケーが大好き、上手くなりたい、ホッケーを有名にしたいという思い
が強く、ほとんど迷いなくこの道を選択することが出来ました。その経験もあり、昨年のアジア大会で
は初優勝することが出来ました。しかし、何と言っても私の最大の目標は『２０２０東京オリンピック
で金メダルを獲ること』です。その通過点としてアジアの頂点に立てたことは非常に嬉しいです。レベ
ルの高いところで自分の競技力を向上させることが目標達成に少しでも近づけると思い、日々体の大き
なオランダ人と一緒にトレーニングに励んでいます。
　皆さんにも自分の好きなこと、やりたいと思ったことはとことんやり続けて欲しいと思います。出来るかな？と思うことでも
まず挑戦してみてください。その時に自分の強みというものをしっかり持って挑戦してください。強みは自分の自信に繋がります。
そして、それは自分にしか出来ない素晴らしい経験になるはずです。その挑戦が結果的に失敗になったとしても挑戦したことに
大きな意味があり人としても一歩、二歩成長出来ます。これから皆さんは新しい環境でたくさん乗り越えなければならないこと
があると思いますが、周りの人たちへの感謝を忘れず、高校時代共に過ごした仲間、友達を大切に、これからもあなたらしい素
敵な人生を歩んでください。

平成３０年度卒業生（２９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・三浦　立（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 28回生　工藤　　光・永井　美帆
事 務 局 長 岩舘　直也　　　事務局次長　　内記　徹　　　
事 務 局 員 大沢　　勝・阿部　一葉・山本　修平

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　　大宮　優月（おおみや　ゆづき）
　　　   平山　湖鳥（ひらやま　ことり）
――――――――――――――――――――
２組　　舘柳　明香里（たてやなぎ　あかり） 
　　　◎田中　天夢（たなか　ひろむ） 
――――――――――――――――――――
３組　　齋藤　祐菜（さいとう　ゆうな） 
　　　　澤村　真実（さわむら　まなみ） 
――――――――――――――――――――
４組　　谷藤　悠（たにふじ　はるか） 
　　　　千葉　夏希（ちば　なつき） 
――――――――――――――――――――
５組　　佐藤　琴菜（さとう　ことな） 
　　　　鷹觜　零志（たかのはし　れいじ） 
――――――――――――――――――――
６組　　大坪　小百合（おおつぼ　さゆり）
　　　◎早坂　璃子（はやさか　りこ） 
――――――――――――――――――――
７組　　松嶋　祥稀（まつしま　よしき） 
　　　　向平　　茂（むかいだいら　しげる） 

平成30年度役員

２月２８日（水）


