
祝！部活動 県大会・国体予選出場

柔道部
西部支部春季柔道大会（4月13日）

男子団体 第4位

メンバー

3年 福田佑樹（高師台中）、3年 村田京亮（高師台中）

3年 姫野亘亮（笠井中） 、3年 須藤雅斗（鷲津中）

3年 金原悠希（細江中） 、2年 安間大起（新居中）

2年 橋爪龍生（新居中）

静岡県西部高校総体

男子個人戦（４月27日）

73kg級 福田佑樹 優 勝

90kg級 村田京亮 第4位

100kg超級 姫野亘亮 第5位

静岡県高校総体

男子個人戦（5月18日）

73kg級 福田佑樹 第3位

卓球部
高校総体卓球西部予選（４月28日）
シングルス（4月28日）
男子
2年 鳥田明寛（岡崎中） 2年 三浦陽希（鷲津中）

ベスト32 県大会出場
2年 小林藍斗（岡崎中）2年 黒川 樹（舞阪中）
1年 伊奈玄清（篠原中） ベスト64
女子
3年 大場望未（牟呂中） ベスト16 県大会出場
3年 大橋 愛（牟呂中）2年 山下穂華（舞阪中）
2年 和田美穂（舞阪中） ベスト64

※以上９名は国体県予選出場

ダブルス（４月30日）
男子 黒川 樹・小林藍斗 ベスト24 県大会出場
女子 大場望未・山下穂華 ベスト16 県大会出場

学校対抗（５月２日）
男子 第６位
メンバー
鳥田明寛、三浦陽希、小林藍斗、黒川 樹、伊奈玄清
2年 菅 魁馬（岡崎中）、2年 倉橋靖來（豊橋東部中）
1年 足立光聖（新居中）、1年 辻岡 翼（鷲津中）
1年 岡本 薫（岡崎中）
女子 第５位
メンバー
大場望未、山下穂華、大橋 愛、和田美穂、
3年 柏原 愛（牟呂中）、3年 山下優菜（岡崎中）
3年 原田琉嘉（岡崎中）、2年 川上未唯（牟呂中）
2年 内田澪那（舞阪中）、1年 野田梨沙子（南稜中）

高校総体卓球県大会
ダブルス（5月18日）
男子 小林藍斗・黒川 樹 ベスト64
女子 大場望未・山下穂華 ベスト32

シングルス（5月19日）
男子 三浦陽希 ベスト32
女子 大場望未 ベスト32

※三浦と鳥田は中部日本卓球選手権大会（ジュニアの部）
出場権獲得

華道部

陸上競技部
静岡県西部陸上競技選手権（４月13日、１４日）
女子円盤投 3年 刑部 七海（篠原中） 第16位 県選手権出場
女子やり投 2年 永峯 亜実（可美中） 第14位 県選手権出場
男子三段飛 2年 大野壮一朗（三ヶ日中）第13位 県選手権出場

静岡県西部高校陸上競技対抗選手権（5月２６日）
女子やり投 永峯 亜実 第8位 県大会出場
男子三段跳 大野壮一朗 第13位 県大会出場

サッカー部
高校総体西部地区大会
1次リーグ グループ 1位
（4月13日） 湖西16 ー 0 横須賀
（4月14日） 湖西 2 ー 1 磐田農業
（4月20日） 湖西 1 ー 1 磐田西
２次トーナメント
（4月27日） 湖西 2 ー 1 常葉菊川
（4月29日） 湖西 0 ー 4 磐田東
（5月 3日） 湖西 4 ー 0 浜松湖南
（5月 5日） 湖西 0 ー 3 浜松工業
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漕艇部
静岡県高校総体
1次予選（4月6日、7日）
シングルスカル
男子 3年 谷 峻介（入野中） 準決勝 第4位
女子 2年 池田 迪（湖西中） 準決勝進出

2次予選（5月16日、17日）
シングルスカル 敗者復活戦
男子 3年 本田匡輝（可美中） 第1位 準決勝進出

2年 中村快斗（湖西中） 第1位 準決勝進出
女子 池田 迪 第1位 準決勝進出

● 遠足 ●
4月23日に遠足が行われました。クラスごとに

行き先を決め、竜ヶ岩洞やラグーナ蒲郡、ナガシ
マスパーランド等で活動や施設見学を行いました。
活動を通して、新たな仲間との親睦を深めること
ができました。



●今年のビッグアートは？ ●

★第３８回 「湖風祭」ご案内

● 実行委員長より ●

～湖風祭へ来校される方へお願い～

・自動車・バイクでは入場できません。

公共交通機関をご利用ください。

・中学生・高校生は必ず制服を着用し、

学生証を携帯してください。

※18歳未満で学生でない方は入場できません。

また年齢問わず服装・頭髪がふさわしくない方

の入場を制限する場合があります。

【 テーマ 】

「Shining Stars ～ 輝け！僕らの青春」

【一般公開】

6月8日（土）１０：００～１４：００

（入場は１３：３０まで）

【 内 容 】

・ＨＲ展、部活動展 １０：００～１４：００

・ステージ発表 吹奏楽部演奏
１３：００～１３：３０ （体育館 ）

・野球部招待試合 vs中央大学付属第一高校

９：３０～１１：３０ （グラウンド）

今年の湖風祭のテーマ
は「Shining Stars～輝
け! 僕らの青春～」です。

Shiniｎg Starは生徒一
人一人が輝く様子を表し
ています。隅々まで展示
を見ていただきたいので、
今年はスタンプラリーを
用意します。皆様のご来
場をお待ちしております。

ビッグアートとは、約4m×6mの絵のことです。
これはただの大きな絵ではなく、生徒一人一人が
A4サイズの台紙に2.5cm四方の色紙を貼り、これ
をつなぎ合わせてできるものであり、全校生徒578
人の協力で、はじめて完成します。
ビッグアートは完成するまで何を作っているのか

分かりません。たくさんのピースが一枚の絵に繋
がったビッグアートは校舎南面に吊り下げる予定で
す。（悪天候の場合は体育館に掲示予定）
今年も生徒オリジナル作品になります。今年の

テーマは「Shining Stars」作者は3年天野沙奈さ
ん（鷲津中）です。どんな絵が出来上がるのか !?ぜ
ひその目でお確かめください ! !

この湖風祭を成功させるために、生徒のみんなで
力を合わせて、準備に取り組みました。皆様ぜひ
ご来場ください。

3年 加藤佑香（鷲津中）

6月の行事予定
６月 ４日（火） 眼科検診

６日（木） 湖風祭準備

７日（金） 湖風祭（芸術鑑賞）

８日（土） 湖風祭（一般公開）

１０日（月） 代休（８日の振替）

１１日～２８日 第１回オープン授業

１１日（火） 眼科検診

１２日（水） 漢字テスト②

１３日（木） 歯科検診

１４日（金） 火災避難訓練

１７日（月） １年 内科検診

１８日（火） ２年 進路ガイダンス

２１日（金） 薬学講座

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ご覧ください。
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。

昨年度から21HRを中心に
行っていた使い捨てコンタクト
レンズの空ケースの回収活動に
対して、コンタクトのアイシ
ティより感謝状が送られました。
湖風祭でも21HRでコンタク

トケースやペットボトルキャッ
プの回収を行う予定です。ご協
力お願いします。

●コンタクトのアイシティより
感謝状●


