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県高校総合体育大会 

   

～ ２年分の思いを込めて、91名の選手たちが熱戦を展開！～ 

６月５日（土）から６月８日（火）にかけて、県高校総合体育大会（高

総体）が開催され、本校からは 91 名の生徒が参加しました。生徒たち

はコロナ禍の影響で中止となった昨年度の思いも込めて、日頃の部活

動で互いに「支えあい、伸ばしあい」ながら培った力と技をいかんなく

発揮し、各競技において熱い戦いを展開しました。 

本号では、本年度の高総体のおもな結果を紹介します。 

各部のおもな結果 ～ 陸上部５名が北部九州大会、なぎなた部がインターハイへ進出！～ 

【陸上部】 ～ 小川・松尾・網本・吉浦・糸瀬が北部九州大会進出 男子総合で５位、トラックの部で総合優勝 ～ 

 〔男子 1500ｍ〕   小川栄人（３年  中里中出身）  ２位（３分 57 秒 39） ※北部九州大会進出 

             松尾宥汰（２年 啓成中出身）  ３位（３分 57 秒 75） ※北部九州大会進出 

〔男子 5000ｍ〕  網本佳悟（３年 東部中出身）  ２位（14 分 53 秒 63） ※北部九州大会進出 

                 1吉浦 悠 （３年 志佐中出身）  ３位（14 分 53 秒 68） ※北部九州大会進出 

1川原琉人（１年 三井楽中出身）  ７位（14 分 59 秒 34） 

 〔男子 3000ｍSC〕 糸瀬天晴（３年 厳原中出身）  １位（９分 27 秒 64） ※北部九州大会進出 

 〔男子総合〕   1５位（トラックの部 総合優勝） 

【バレーボール部】 ～ 強敵に屈するも、拾ってつなぐ粘りのバレーで健闘 ～ 

 〔１回戦〕 vs 向陽 ０－２ 敗退 

【卓球部】 ～ シングルス・ダブルスで通算３勝 団体戦初戦敗退の雪辱を果たす ～ 

          〔男子団体 １回戦〕 vs 創成館 １－３ 敗退 

〔女子団体 １回戦〕 vs 口 加  ０－３  敗退   

          〔男子シングルス〕 益本理広（１年 志佐中出身） ３回戦進出          

          〔女子ダブルス〕 宮﨑青空（２年 調川中出身）・髙田真希（２年 御厨中出身）ペア ２回戦進出 

【ソフトテニス部男子】 ～ 人数不足のハンディを感じさせない熱戦を展開 ～ 

          〔団体 １回戦〕  vs 波佐見 １－２  敗退 

【ソフトテニス部女子】 ～ 団体戦で惜敗も、個人戦で意地の２勝をマーク ～ 

 〔団体 １回戦〕  vs 大村城南 １－２ 敗退 

 〔個人〕 松本茉莉愛（２年 鷹島中出身）・川内歩夏（２年 志佐中出身）ペア ２回戦進出 

      松本ななみ（３年 志佐中出身）・福本愛莉（３年 志佐中出身）ペア ２回戦進出 

【バスケットボール部男子】 ～ 難敵に敗れるも、最後まで諦めず、全力を出し切る ～ 

                １回戦 vs 島原 31－127 敗退 

【なぎなた部】 ～ 手に汗握る熱戦の末、小川（３年）が演技・個人の２冠達成 ～ 

 〔演技競技〕 １位  小川裕佳（３年 田平中出身）・土本 結（２年 御厨中出身）組  

２位  四田光虹（３年 御厨中出身）・中 志津佳（２年 志佐中出身）組 

 〔個人試合〕 １位 小川裕佳（３年）  ２位 四田光虹（３年）  

                         ※演技・個人試合の１・２位、及び団体は全国大会(インターハイ)へ進出 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「松高に思う vol.13」   ひたむきな 君のプレイに 拍手する 静かに心が 晴れやかになる 

２年ぶりの高総体。ありがたいことに、私はいくつかの会場で松高生を応援することができました。 

チームメイト等による拍手のみの、静かな応援の中、松高生は対戦相手をリスペクトした、フェアな、闘

志あふれる試合を展開してくれました。 

あと一歩のところで敗退という試合もありました。相手に負けたというより、自分に負けたとの感覚が残

った松高生もいたように思います。がんばる彼らを応援し、心が晴れやかになった私は、悔しい思いや自己

分析を次なる舞台に向けた「日々の活動」に活かしてくれれば、と願いました。   （校長 小野下和宏） 

 

７月のおもな行事 

７月１日（木） 防災避難訓練 

２日（金） ①歯科検診（③：7/5、②：7/6） 

３日（土） ①②③土曜補習、③公務員模試 

③松浦市内企業との合同面談会 

４日（日） 全商ビジネス文書検定       

   ７日（水） 第１回文化祭実行委員会 

８日（木） ①耳鼻科検診 

９日（金） ③放課後補習中断 

110 日（土） ①②③進研模試（③～7/11） 

    ①②③進路マップ、③公務員模試 

    ③就職セミナー 

７月 12 日（月） 「長崎っ子の心を見つめる」教育週間

（～7/19）、三者面談期間（～7/30） 

116 日（金） 心の健康教育講演会 

117 日（土） ③土曜補習 

  118 日（日） ノー部活動デー 

119 日（月） 校内球技大会 

120 日（火） 終業式、補習中断、吹奏楽部壮行会 

  121 日（水）  ①②学習会・③夏季補習（～7/30） 

            部活動リーダー会議 

128 日（水） ①まつナビバスツアー 

   129 日（木）  ②まつナビフィールドワーク 

   1 

 

注１）①は１年、②は２年、③は３年  注２）7/12～19は月・水・木が 40 分、火・金が 45 分授業 

高総体優勝者のコメント ～ 自分たちの夢でもある「日本一」を目指して頑張ります ～ 

【小川裕佳さん】 なぎなた演技競技・個人試合 優勝 

  優勝できて率直に嬉しいです。インターハイでは自分たちの夢でもある「日本一」を目指して頑張ります。 

【土本 結 さん】 なぎなた演技競技 優勝 

  優勝したことに満足せず、もっと上を目指して日々の稽古に励みたいと思います。 

【糸瀬天晴さん】 陸上男子 3000ｍＳＣ 優勝 

  多くの方々に支えられての優勝だと思います。感謝の気持ちで一杯です。北部九州大会では今後につなが

る走りができるよう、頑張ります。 

商業クラブ・陸上部、上位大会へ ～ 商業クラブは２名が全国大会、１名が九州大会に進出！ ～ 

６月６日（日）に行われた全国高校ビジネス計算競技大会長崎県大会と、 

６月 12 日（土）・13日（日）に行われた長崎県高校ワープロ協議会に商業ク 

ラブの生徒たちが出場し、ビジネス計算で石橋美咲さん（３年 田平中出身） 

と山崎心愛さん（３年 志佐中出身）が全国大会に、ワープロで夫津木芹さ 

ん（３年 田平中出身）が九州大会に進出しました。部長の山崎さんは「顧 

問の先生への感謝の気持ちを忘れず、長崎県の代表として一生懸命頑張ります」と抱負を語 

りました。また、６月 17 日（木）から大分県で開催された全国高校陸上競技対校選手権大 

会北九州地区予選会の男子 5000m 決勝で網本佳悟さん（３年）が８位（14 分 23秒 74）、吉 

浦悠さん（３年）が 16 位（14 分 59 秒 95）、男子 3000mＳＣ決勝で糸瀬天晴さん（３年）が 

10 位（９分 40 秒 26）に入りました。インターハイは逃しましたが、大いに健闘しました。 



 


