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  遠 大 励 志
第３０回音楽部定期演奏会 
７月２１日（日）、１３：３０の開演に合わせて日本現代詩歌文

学館へ足を運びました。第１部は、校歌演奏

から始まり、フランス語の曲である「Gabriel 

Archangelus」「Petites voix/小さな声より」

５曲演奏しました。フランス語の発音をしっか

り何度も何度も練習した成果がしっかりと現

れた素敵な演奏でした。プログラムに日本語

の訳が差し込まれていればよかったかな？と

思いながら演奏を聴きました。 

第２部は懐かしい曲ばかりでした。「茶摘」「朧月夜」「ずい

ずいずっころばし」。こういう唱歌・童歌こそ、次の世代にもき

ちんと伝えていかなければならない曲だと、情景を思いなが

ら聞きいりました。【蛙の鳴く音（かわずのなくね）、鐘の音

（かねのね）】忘れてはならない日本の原風景でしょうか。「お

お牧場はみどり」は、さわやかな元気のある歌声でした。そし

て最後に歌った「坂道のうた」。この曲は覚和歌子さんが、東

日本大震災後に、地元の「津波がきたら高いところへ逃げな

さい」という大切な教えを、１００年後にも語り継ぐために作詞

し、千住明さんが作曲したものです。「東日本大震災３．１１追

悼夢灯り」の

活動に欠かす

ことなく参加

している本校

音楽部だから

こその選曲だと思いながら聞きました。このステージには

OG の方２名にも参加して頂きました。ありがとうございまし

た。第３部は全員が制服の上着をオレンジ色のポロシャツに

着替え、１４：０３から始まりました。１曲目はセーラームーンの

主題歌「ムーンライト伝説」。自分たちで考えた振り付けでし

ょ う か 、 楽 し

げなステージ

に引き込まれ

て聞きました。

２曲目は渡辺

美里の「My Revolution」。３曲目はミスチルの「HANABI」

でした。この後１０分の

休憩を挟んで、いよい

よ最終ステージ、第４

部の【小音楽劇、ヘン

ゼルとグレーテル】。本校の演劇部が脚本を書いてくれたも

のと聞きました。親に森の中に捨てられ

たヘンゼルとグレーテル。お菓子の家に

現れた魔女（杖が譜面台（(*^▽^*)）。か

まどに魔女を閉

じ 込 め た グ レ ー

テルがヘンゼルを助け、二人一緒に４

週間後に自宅に帰り、両親と再会する

までの約２５分の音楽劇を、途中に３

つの歌を交えながら、演じ

きりました。本当にお疲れ

様でした。どれほどの時

間を練習に割いたことだ

ろうと思うと、もっともっと大勢の観客の前で今日の定期演

奏会を発表させ

たかったと思いま

した。 

アンコールは、

ステージも客席も手拍子をして一体感が感じられた心温まる

ものでした。楽しそうに歌い演じている音楽部をみていると、

本当に「歌」って

いいな、「音楽」

って素晴らしい

な、と思わせら

れました。この演奏会９０分の中で約２０曲の歌を暗譜し、しか

も振り付けまで覚えて、このステー

ジに臨んだ音楽部のみなさん、本

当にお疲れ様でした。また、この演

奏会に協力をしてくれた放送部、写

真部、演劇部のみなさんも本当に

ありがとう。お疲れ様でした。 



第７１回県民体育大会（陸上） 

７月２０日（土）２１日（日）に県営運動公園陸上競技場におい

て、標記大会が開催されました。 

●１部部男子（高３年、一般） 

・１１０ｍH 第１位 菊地琳太朗 １５秒１７ 

・１００ｍ 第４位 菊地琳太朗 １１秒０８ 

●２部男子（高２年） 

・１００ｍ 第１位 髙杉時史 １１秒０４ 

・２００ｍ 第１位 髙杉時史 ２２秒９２ 

・三段跳 第１位 遠藤遼太郎 １３ｍ０６ 

・４００ｍ 第４位 新田隼大 ５２秒０６ 

・ハンマー投げ 第５位 冨田蒼馬 ３７ｍ７３ 

・走幅跳 第５位 遠藤遼太郎 ６ｍ２１ 

・１１０ｍH 第７位 安藤伯 １７秒７５ 

●３部男子（高１年） 

・３０００ｍ障害 第１位 昆 遥 １０分３３秒５９ 

・５０００ｍW 第２位 伊藤亘平 ３０分４秒２７ 

・棒高跳 第２位 佐々木将吾 ３ｍ７０ 

・三段跳 第３位 阿部凌 １０ｍ６６ 

・走高跳 第４位 菊地秀虎 １ｍ６０ 

・１５００ｍ 第５位 中戸元貴 ４分１８秒２４ 

     第８位 昆 遥 ４分２５秒４２ 

・棒高跳 第６位 ２ｍ６０ 

・やり投 第７位 寺田圭佑 １９ｍ４４ 

・４００ｍ 第８位八重樫誠也 ５６秒２３ 

●４部男子（高１年のうち標準記録を突破している者） 

・１００ｍ 第２位 若槻猛 １１秒０４ 

・３０００ｍ 第６位 中戸元貴 ９分１１秒３４ 

●５部男子（高１年～３年） 

・４×１００ｍリレー 第１位 黒沢尻北 ４２秒２２ 

（若槻、髙杉、千葉、菊地） 

●２部女子（高２年） 

・走高跳 第１位 八重樫澄佳 １ｍ７０ 

・棒高跳 第４位 齊籐菜月 ２ｍ１０ 

・円盤投 第５位 髙橋咲豊 ２３ｍ５５ 

・走幅跳 第７位 鈴木葵 ４ｍ４９ 

・やり投 第７位 髙橋咲豊 ２５ｍ４２ 

●３部（高１年） 

・１００ｍH 第２位 及川日暖 １７秒９８ 

・やり投 第３位 井上理菜 ２０ｍ９６ 

・１５００ｍ 第８位兜森れいな ５分２６秒８１ 

●５部（高１年～３年） 

・４×１００ｍリレー 第８位 黒沢尻北 ５３秒１８ 

第６回全国高校 

７人制ラグビー大会 

７月１９日（金）～２２日（月）、長野県の菅平高原サニアパー

クで全国大会が行われました。 

★７月２０日（土）は、【予選リーグ M プール】での総当たり。 

９：００～ 黒沢尻北 ５－１２ 若狭東（福井） 

（前半：０－１２、後半５－０） 

１１：４０～ 黒沢尻北 ７－６１ 東福岡（福岡） 

（前半：７－２６、後半０－３５） 

※結果は M プール第３位となり、「ボールトーナメント】へ。 

★７月２１日、２２日は【ボールトーナメント】が行われる。 

１１：００～ボールトーナメント１回戦 

黒沢尻北 １２－３６ 鹿児島工業（鹿児島） 

      （前半：５－１９、後半：７－１７） 

９位決定戦 

    ・黒沢尻北 ２８－２６ 磐城（福島） 

       （前半：１４－１４、後半：１４－１２） 

    ・黒沢尻北 ３５－１４ 東京農業大学第二（群馬） 

       （前半：７－１４、後半：２８－０） 

    ・黒沢尻北 ２６－１７ 玉島（岡山） 

       （前半：１４－７、後半：１２－１０） 

※ボールトーナメント第９位！！ 

９位決定戦では、全国の代表と互角に戦えることを示すこ

とができました。この経験を花園予選にいかしてほしい！ 

第７４回東北高校水泳選手権大会 

７月１８日（木）～２１日（日）まで、福島県郡山しんきん開成

山プールで開催されました。 

【決勝進出】 
・２００ｍ自由形 第９位 菊池紗矢香 ２分１４秒８２ 

【予選敗退】 
・１００ｍ自由形 菊池紗矢香 １分１秒３４ 

・１００ｍ自由形 真壁陽 ５９秒５０ 

・１００ｍバタフライ 虻川加帆 １分１５秒２３ 

・４×２００ｍフリーリレー 黒沢尻北 ８分５５秒４１ 

（真壁、太田、高橋、山本） 

インターハイ出場を目指して、臨んだ東北大会でしたが、

惜しくも東北大会の壁を越えることはできませんでした。 

新チームでの精進を是非とも期待したいと思います。 

【部活動結果】 

●サッカー部 i リーグ サテライト 

黒沢尻北 ３－９ 専大北上３ｒｄ （得点者：大鷹樹３点） 


