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○三高生の書道教室 

７月３１日（火）、書道部の生徒が、銀水小学校、羽山台小学校、三池小学校の６年生を対象

に書道教室を開催しました。書写の基本や書の親しみ方などを教えることに難しさを感じなが

らも、小学生とともに学ぶ楽しさを体感しました。その時の様子と小学生の感想を紹介します。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○全国大会報告 ～応援、ありがとうございました！～ 

 

【美術部】２年 甲斐田菜月（歴木中出身） 

 ８月１１日（土）、長野県上田市で行われた「第４２ 

回全国高等学校総合文化祭 ２０１８信州総文祭」に 

出席しました。 

 交流会では、上田市美術館に展示された全国代表作 

品をグループに分かれて鑑賞し、意見交換を行いまし 

た。また、長野県の高校生が制作したリンゴの張り子 

に、参加者同士によるサイン交換会も行われ、全国の 

高校生と楽しい交流ができました。 

○海外語学研修 in Australia 

 ７月３１日（火）～８月９日（木）までの１０日間、オーストラリアのシドニー近郊で研修

を行いました。ホストファミリーや現地校の生徒たちとの交流は、緊張もしましたが、積極的

にコミュニケーションを図ることで、楽しく充実した時を過ごすことができました。プレゼン

トした「蒼穹万里」の Tシャツと百周年カルタはとても喜ばれました。 

ホストファミリーと初対面 オーストラリアの食文化を学ぶ 

世界遺産オペラハウスの前で 世界遺産ブルーマウンテンズにて 

●参加した小学生の感想● 

・最初はバランスの取り方やきれいに書く方法がわからなかったけれど、教えてもら

ってわかるようになりました。オリジナルのうちわ作りも楽しかったです。 

・小学校では聞けないことを聞けて、わかったのでよかったです。また、学校で習っ

た基本の点画をもう一度ふり返ることができました。「力をぬく」場所などもよくわか

りました。教室に参加してよかったです。 

 【陸上部】  
３年：辛川涼眸（田隈中出身）平島拓実（橘中出身）坂井晃太（田隈中出身）石松龍治

（白光中出身） 
２年：水野皓太（田隈中出身）柿原詩音（田隈中出身）塩塚 聡（田隈中出身） 
１年：蓮尾亮真（松原中出身） 

８月２日（木）～６日（月）、三重県伊勢市「第７１回

全国高等学校陸上競技対校選手権大会」に出場しました。 

陸上部のインターハイ出場は５年連続２９回目となり

ます。４００ｍＨ、三段跳、４×４００ｍＲの３種目に出

場し、精一杯頑張りました。応援、ありがとうございまし

た。 

三池高校だより ２号 
 

校訓 

○進取…果敢に挑む 

○至誠…真心を尽くす 

○自治…自らを治める 

 

「蒼穹万里」Ｔシャツ 

ワイルドライフシドニー動物園にて 

作品名 

「期末に咲く赤い花」 



 

 
【ソフトテニス部】 
○福岡県高校総合体育大会ソフトテニス選手権大会南部ブロック大会 ☆県大会出場 
  男子個人戦  植田星志（3-2・三潴中）・永江洸貴（3-5・高田中）＝ベスト１６ 
  女子個人戦  中山美咲（3-4・松原中)・松藤栞奈（3-4・白光中）＝ベスト２４ 
【陸上部】 
○インターハイ 南部ブロック大会 ☆県大会出場 
（男子） １００ｍ   坂井晃太 （3-3・田隈中）＝第２位 
     ２００ｍ   坂井晃太 （3-3・田隈中）＝優 勝 
     ４００ｍ   平島拓実 （3-1・橘 中）＝第２位 
     １５００ｍ  長 純希 （2-4・田隈中）＝第５位  

藤吉真聖 （2-4・宅峰中）＝第６位 
            山下広夢 （3-3・勝立中）＝第７位 
     ５０００ｍ  木下剛瑠 （2-4・宅峰中）＝第４位 

 山下広夢 （3-3・勝立中）＝第５位 
     ４００Ｈ   辛川涼眸 （3-1・田隈中）＝優 勝 

塩塚 聡 （2-5・田隈中）＝第６位 
     ３０００ｍＳＣ長 純希 （2-4・田隈中）＝第４位 

 伊東正樹 （2-4・田隈中）＝第６位 
     ４×４００ｍ 平島拓実 （3-1・橘 中）・坂井晃太（3-3・田隈中）・ 

水野皓太 （2-4・田隈中）・辛川涼眸（3-1・田隈中）＝優 勝 
     走高跳    城門太一 （3-1・橘 中）＝第４位  

野田 渉 （2-2・田隈中）＝第８位 
     走幅跳    水野皓太 （2-4・田隈中）＝第２位 
     三段跳    水野皓太 （2-4・田隈中）＝優 勝 

※男子総合の部＝第３位・男子トラック総合の部＝第２位 
（女子） １００ｍ   橋本綾乃 （2-1・田隈中）＝第３位 
     ４００ｍ   松浦緋里 （2-4・宅峰中）＝第３位  

稲田有紀 （3-3・松原中）＝第４位 
     ８００ｍ   堀 優理子（2-1・勝立中）＝第４位  

武藤彩花 （2-3・宅峰中）＝第８位 
     ４００Ｈ   稲田有紀 （3-3・松原中）＝第２位  

松浦緋里 （2-4・宅峰中）＝第６位 
     ４×１００ｍ 西山綾華 （3-3・白光中）・橋本綾乃（2-1・田隈中）・ 

荒木沙矢加（3-5・宅峰中）・稲田有紀（3-3・松原中）＝第８位 
     ４×４００ｍ 稲田有紀 （3-3・松原中）・西山綾華（3-3・白光中）・ 
            荒木沙矢加（3-5・宅峰中）・松浦緋里（2-4・宅峰中）＝第２位 

 ※女子トラック総合の部＝第３位 
○インターハイ 県大会 ☆九州大会出場 
（男子） ２００ｍ   坂井晃太 （3-3・田隈中）＝第６位 
     ４００Ｈ   辛川涼眸 （3-1・田隈中）＝第３位 
     走高跳    城門太一 （3-1・橘 中）＝第６位 
     走幅跳    水野皓太 （2-4・田隈中）＝第５位 
     三段跳    水野皓太 （2-4・田隈中）＝第３位 
     ４×４００ｍ 平島拓実 （3-1・橘 中）・坂井晃太（3-3・田隈中）・ 
            柿原詩音 （2-5・田隈中）・辛川涼眸（3-1・田隈中）＝第４位 
            石松龍治 （3-3・白光中）・塩塚 聡（2-5・田隈中）・ 
            蓮尾亮真 （1-1・松原中） 

○Congratulations on your victory！ ～第２回表彰者～ ○インターハイ 九州大会 ☆全国大会出場 
（男子） ４００Ｈ   辛川涼眸 （3-1・田隈中）＝第４位 
     三段跳    水野皓太 （2-4・田隈中）＝第４位 
     ４×４００ｍ 平島拓実 （3-1・橘 中）・坂井晃太（3-3・田隈中）・ 
            柿原詩音 （2-5・田隈中）・辛川涼眸（3-1・田隈中）＝第５位 
            石松龍治 （3-3・白光中）・塩塚 聡（2-5・田隈中）・ 
            蓮尾亮真 （1-1・松原中） 
○福岡県国体最終選考会 南部ブロック大会 ☆県大会出場（１５名） 
（男子） Ａ４００ｍ  柿原詩音 （2-5・田隈中）＝優 勝 
     Ｂ４００ｍ  蓮尾亮真 （1-1・松原中）＝第２位 
            渡部 蓮 （1^5・宮原中）＝第４位 
     Ｂ８００ｍ  江崎幹太 （1-3・歴木中）＝第２位 
            渡部 蓮 （1^5・宮原中）＝第３位 
            江崎壮太 （1-2・歴木中）＝第７位 
     Ａ１５００ｍ 藤吉真聖 （2-4・宅峰中）＝第４位 
     Ｂ１５００ｍ 中山真通 （1-5・宮原中）＝第３位 
     Ａ５０００ｍ 木下剛瑠 （2-4・宅峰中）＝第３位 
     Ｂ３０００ｍ 中山真通 （1-5・宮原中）＝第４位 
     Ａ４００Ｈ  柿原詩音 （2-5・田隈中）＝第４位 
     Ｂ４００Ｈ  蓮尾亮真 （1-1・松原中）＝第２位 
     ３０００ＳＣ 伊東正樹 （2-4・田隈中）＝第４位 
     Ａ走幅跳   水野皓太 （2-4・田隈中）＝第２位 
     Ａ三段跳   水野皓太 （2-4・田隈中）＝優 勝 
     ４×４００ｍ 塩塚 聡 （2-5・田隈中）・蓮尾亮真（1-1・松原中）・ 
            柿原詩音 （2-5・田隈中）・辛川涼眸（3-1・田隈中）＝優 勝 
    ※男子総合の部＝第３位・男子トラック総合の部＝第２位 
（女子） Ａ１００ｍ  橋本綾乃 （2-1・田隈中）＝第２位 
     Ａ２００ｍ  橋本綾乃 （2-1・田隈中）＝第６位 
     Ａ４００ｍ  松浦緋里 （2-4・宅峰中）＝第５位 
     Ａ８００ｍ  武藤彩花 （2-3・宅峰中）＝第４位 
     Ｂ８００ｍ  大塚優香 （1-3・白光中）＝第７位 
     Ｂ１５００ｍ 原﨑杏奈 （1-5・柳城中）＝第２位 
     Ｂ３０００ｍ 原﨑杏奈 （1-5・柳城中）＝第２位 
     ４００Ｈ   稲田有紀 （3-3・松原中）＝第２位 
            松浦緋里 （2-4・宅峰中）＝第５位 
     ４×４００ｍ 稲田有紀 （3-3・松原中）・橋本綾乃（2-1・田隈中）・ 
            武藤彩花 （2-3・宅峰中）・松浦緋里（2-4・宅峰中）＝第３位 
○福岡県国体最終選考会 県大会 ☆入賞 
（男子） Ａ４００Ｈ  辛川涼眸 （3-1・田隈中）＝優 勝 
     Ａ三段跳   水野皓太 （2-4・田隈中）＝第２位 
【総合部（水泳）】 
○福岡県高校春期選抜選手権水泳競技大会 ☆九州大会出場 

男子５０ｍ背泳ぎ  辻 泰成（2-2・白光中）＝優 勝 
男子１００ｍ背泳ぎ 辻 泰成（2-2・白光中）＝第３位 

【弓道部】 
○高体連全国総体南部ブロック大会 団体＝第３位 ☆県大会出場 
【美術部】 
○第６５回青々水彩画協会公募展 大牟田市長賞 甲斐田菜月 （2-3・歴木中） 
                奨励賞    森 和奏  （3-5・田隈中） 


