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湖西高校吹奏楽部
第35回定期演奏会

日時 2020年1月19日（日）
開場 13:00 
開演 13:30 
場所 湖西市新居地域センター3階

第1部 クラッシックステージ
第2部 ダンスステージ
第3部 ポップスステージ
※入場料無料 です。ぜひご来場ください。

●税に関する高校生の作文●
浜松西税務署長賞 2年 荒川 豊（入野中）
浜松西税務推進協議会長賞 2年 斉藤悠斗（浜松東部中）

●マラソン大会●
11月21日（木）マラソン大会が行われました。当日は、天候に恵まれ絶好のマラソン日和となり、上位や前年よ

りも良い順位を目指し自己に負けず最後まで走り切りました。また、閉会式後には職員からの特別賞として、上位者
以外にも、多くの生徒に景品が配られました。

なお、走路において多くのPTAの皆さまや近隣の方々にご協力して頂きました。ありがとうございました。

男子
第1位 1年 大串秋登 （入野中）
第2位 1年 蒔田滉次郎（入野中）
第3位 2年 能坂陸哉 （岡崎中）

女子
第1位 3年 飯田七海（鷲津中）
第2位 1年 上野菜月（岡崎中）
第3位 3年 伊藤愛莉（舞阪中）

学年優勝クラス
1年 12HR 
2年 24HR 
3年 33HR 

●静岡県高校英語弁論大会●
11月23日（土）常葉大学静岡草薙キャンパスにお

いて英語対話弁論大会が行われました。本校から１年
久保春好君（鷲津中出身）、１年河西琉之介君（三ヶ
日中出身）が出場しました。

タイトル 『'スマホ中毒'な私の友達』
（My ‘phone-addicted’ friend）

入賞は逃しましたが、英語でのスキット（寸劇）を
見事に演じきりました。特に学生スタッフに気に入ら
れたようで、大会終了後に多くの学生から声をかけら
れました。

●湖西市 防犯スローガン、
交通安全標語コンクール●

防犯スローガン
優秀賞

1年 神田拓海（白須賀中）
「気にかけよう 地域みんなで 詐欺防止」
2年 片岡亜弥（鷲津中）
「気を付けよう! 家にいても 鍵閉めを」

交通安全標語
最優秀賞

2年 平井凜花（浜松南部中）
「命より 大事なものは スマホなの？」

●第2回学校説明会●
12月7日（土）第2回学校説明会が行われました。約100

名の中学生と保護者の方々に来校して頂きました。ありがと
うございました。

男子1位 大串秋登君 女子1位 飯田七海さん



第9回浜名湖ベースボールカップ
浜名湖近隣の湖西高校、新居高校、浜松湖東高校、

湖南高校、浜松湖北高校、オイスカ高校の6校で行われ
る大会です。予選トーナメントと順位決定戦で争われ
ました。

第4回湖西ベースボールフェスタ
本校野球部齋藤監督の発案したイベントで、毎年全国か

ら強豪校を招聘し開催しています。
今年は5度の甲子優勝を誇る横浜高校、2018年夏に甲

子園に出場し「日本一の下克上」と話題を呼んだ白山高校
（三重）、17回の甲子園出場を誇る浜松商業高校に湖西
高校、新居高校を加えた5校で熱戦が繰り広げられました。

全国の強豪校との戦いに多くの観客が声援をおくりまし
た。

１２・１月の行事予定
１２月１７日（火） 球技大会

２０日（金） 終業式
２０日～２６日 冬期補講
２９日～１月３日 学校閉庁

１月 ７日（火） 始業式
８日（水） 実力テスト

１０日（金） 百人一首大会・壮行会
１４日（火） 月曜授業
２９日（水） １年進路ガイダンス
２９日～３１日 3年学年末テスト

静岡県立湖西高等学校
〒４３１－０４３１

静岡県湖西市鷲津１５１０－２
電 話 ０５３（５７５）０５１１
ＦＡＸ ０５３（５７５）０９７５

湖西高等学校ホームページも御覧ください。
http://www.edu.pref.shizuoka.jp/kosai-h/home.nsf

※バックナンバーは湖西高校ＨＰで閲覧できます。

卓球部
東海卓球選手権大会（11月15、16日）
ジュニア男子シングルス

2年 黒川 樹（舞阪中） 3回戦進出
2年 菅 魁馬（岡崎中） 出場
2年 三浦陽希（鷲津中） 出場

女子ダブルス
2年 川上未唯（牟呂中）・2年 山下穂華（舞阪中）

出場
一般女子シングルス

3年 大場望未（牟呂中）、山下穂華 出場
卓球新人戦シングルス西部予選（11月23日）
男子

2年 島田明寛（岡崎中） ベスト16
菅 魁馬
黒川 樹
三浦陽希
2年 小林藍斗（岡崎中）ベスト32

以上5名 県大会及び全国選抜シングルス県予選出場
1年 足立光聖（新居中） ベスト64

女子
2年 和田美穂（舞阪中） ベスト64

柔道部
湖西市長杯 無差別級（11月23日）

2年 安間大起（新居中）優勝
2年 橋爪龍生（新居中）第3位
1年 北村圭史（篠原中）第3位

9日（土） 第1試合 新 居 4 － 11   浜松商業
第2試合 横 浜 9 － 1 浜松商業
第3試合 横 浜 4 － 0   湖 西

10日（日） 第1試合 横 浜 21 － 1  新 居
第2試合 横 浜 6 － 0   白 山
第3試合 湖 西 10 － 2 白 山

予選トーナメント
湖 西 3－6 オイスカ

敗者リーグ
湖 西 8－4 浜松湖南
湖 西 7－4 新 居

第4位
テニス部
亀崎ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰｼﾝｸﾞﾙｽﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ（11月10日）

女子BCクラス
2年 花田ラナイ（二川中） 優勝

新人体育大会西部地区予選ダブルス（11月23日）
男子
2年 早村寿綺斗（磐田豊田南中）・2年 小野真宏（三ヶ日中）

3回戦進出
女子
2年 齋藤文香（二川中）・花田ラナイ ベスト64 教養部三味線班

湖西市芸能祭 秋季芸能の祭典にて演奏（11月17日）

水球高校日本代表に選出
2年 樋口賢汰くん（磐田南部中）

12月21日から31日に行われる水球競技代表バルセロナ
遠征代表選手団に選出されました。

Q 代表に選ばれた感想をお願いします。
A 選ばれて嬉しいですが、不安な気持ち

もあります。
Q 意気込みをお願いします。
A 初めて選ばれたので、楽しみながら自

分らしいプレーができるようにしたい
です。


