
◎中等部 

全国大会出場 

 柔道部【団体（男女）・個人：村松、岩井】 

 陸上部【高木悠圭：100M、200M】 

    【笠井・高木・石川・大石：4×100M】 

東海大会出場  剣道部、柔道部（個人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHOYO NOWADAYS 
東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部 広報誌 

【発行】東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部  校長：村上英治 

若き日に汝の思想を培え  若き日に汝の体躯を養え  若き日に汝の智能を磨け  若き日に汝の希望を星につなげ 

2015.9 

 

剣道部 22年ぶりに全国出場！ 

個人の部 渡邉 拓朗（２年 翔洋中 出身） 

団体の部 雨宮 颯馬（２年 翔洋中 出身） 

篠原  唯（３年 山田中 出身） 

渡邉 拓朗（２年 翔洋中 出身） 

石川 雄也（３年 富士根南中 出身） 

正岡  礼（３年 翔洋中 出身）    

柔道部 インターハイ個人ベスト 8！ 

個人戦  

荒井大成（３年 岐阜西中 出身）  ベスト 8 

塚本瑠羽（３年 沼津市立中等部出身）ベスト 16 

安竹 真利奈（２年 翔洋中 出身） 

佐々木健友（３年 相模原中 出身） 

米山 竜生（１年 翔洋中 出身） 

団体戦 初戦強豪小杉高校に勝利 

佐々木健友（３年 相模原中 出身） 

    内山 豪汰（３年 醍醐中 出身） 

塚本 瑠羽（３年 沼津市立中等部 出身） 

佐藤 威基（２年 翔洋中 出身） 

石岡 裕樹（３年 麻生中 出身） 

米山 竜生（１年 翔洋中 出身） 

     

 

 

学校前には全国大会出場の垂れ幕がたくさん！ 

まだまだ続くよ。次ページへ！！ 

中等部チアリーダー部 全国大会総合優勝！ 

7月 30日、東京体育館において第 5回全国中学校ダ

ンスドリル選手権大会が開催されました。「ソングリー

ダー部門スモール編成」に出場し、部門 1位となり、

2 連覇を達成し、全ての部門において最も得点の高い

チームに送られる総合優勝に輝きました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                【女子バスケットボール部が優勝！】 

                 ８月６日～８月８日に東海大学湘南キャンパスで、学園オリンピック・ス

ポーツ部門が開催されました。全国の付属校が一堂に会し、各競技で日頃

の練習の成果を競い合います。その女子バスケットボールの部門で、本校

が優勝に輝きました。 

                 〈主将２年５組 西村紗那（翔洋中 出身）コメント〉 

                 今年の学オリは、昨年の決勝で僅差で敗れたチームに挑むという強い気持

ちと、必ず優勝したいという想いをもって試合に臨みました。皆で勝利す

ることが出来てよかったです。個人としても、チームとしても今大会を通

じて発見した課題をコート内外問わず、改善していきたいと思います 

サッカー部 ＳＢＳカップ国際ユースサッカー

に出場し、日本代表を倒すなど大活躍でした。 

 

 

 

 

 
 

市川 泰成      河上 将平 

（３年 高津中 出身） （３年 鴻南中 出身） 

 
 

吹奏楽部 

中部地区大会で金賞受賞！ 県大会出場！！ 

自転車競技部 東海大会出場！ 

           朝倉 裕也 

（３年 翔洋中 出身） 

岡田 航太 

（３年 翔洋中 出身） 

石川 結理（１年 沼津五中 出身） 

フェンシング部 

  小学校の頃からフェンシングを始め、 

中学の時にも全国大会に 

出場しました。 

 今後の活躍にも注目です！ 

 

 

中等部 女子サッカー部 全国 1勝！   

第 20回全日本女子ユース（U-15） 

選手権に初出場し、初勝利を挙げました。 

石川 友紀（３年 蒲原中出身）放送部     

第 39回全国総合文化祭滋賀大会出場 

ハキハキとした朗読で、 

とても堂々とした様子 

でした。 

 

 学園オリンピック・スポーツ部門 

                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中等部

３年生

　１位　3D10　窪田友哉

　　（静岡サレジオ小　男子サッカー）

　２位　3B11　白石　翼

　　（富士宮富士根南小　男子サッカー）

　２位　3C03　岩崎匡志

　　（清水町立清水小　男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）

　４位　3C19　東島　諒

　　（静岡市立由比小　男子サッカー）

　５位　3D15髙木　　匡

　　（沼津香貫小　男子サッカー）

２年生

　１位　2A24　成田　魁生

　　（清水船越小　校外（サッカー））

    ２位　2B11　勝又　航大

    （沼津門池小　男子サッカー）

    ３位　2C22　高月　宏一朗

    （清水浜田小　男子サッカー）

    ４位　2A08　小川　健太朗

    （東海大付属小　科学研究）

     ５位　2A21　田村　幹

　　（清水船越小　男子サッカー）

１年生

　１位　1C13　杉山　翔惟

　　（清水船越小　男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）

    ２位　1B15　杉山　優希

    （静岡東源台小　空手道）

    ３位　1C22　萩野　航太朗

    （清水三保第一小　男子サッカー）

     ４位　1A26　望月　健師朗

    （静岡由比小　男子サッカー）

      ５位　1D10　川江　風太

    （富士岩松北　吹奏楽）  

 

静岡翔洋からは今年は 
11名の生徒が参加 

優秀賞：英語：２－６菊池令以（ｹｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ東京） 

奨励賞：造形：３－３瀧佐和子（翔洋中） 

奨励賞：知材：1－10 桒原侑吾（翔洋中） 

努力賞：知財：１－７時田ちひろ（静岡市立大里中） 

 

学園オリンピック文化部門開催 

7月 31日～８月５日に群馬県吾妻郡の東海大学嬬恋高原 

研修センターで、開催されました。付属高校、中等部の生 

徒 160名以上が参加し、大学の先生方から学校ではでき 

ないことを体験する行事です。 

高校1年　アクセルコース
順位 組 氏　　　　　名 平均点 中　学　校 部　活　動

1 2 渡邉　　優 85.9 富士宮市立富士根南中学校 女子ｻｯｶｰ

2 1 滝　　　藍花 82.6 東海大学付属翔洋高等学校中等部 放送
2 2 関屋　　舞花 82.6 富士市立吉原第二中学校 無所属

高校1年　ベーシックコース
順位 組 氏　　　　　名 平均点 中　学　校 部　活　動

1 10 前田　　克真 90.4 豊川市立一宮中学校 男子ｻｯｶｰ

2 6 石上　　舞衣 86.1 静岡市立長田西中学校 茶華道
3 6 荒井　　晴輝 86.0 静岡市立長田西中学校 ﾗｸﾞﾋﾞｰ
4 10 岡田　　萌 85.5 東海大学付属翔洋高等学校中等部 野球
5 5 杉山　　奈那 85.1 東海大学付属翔洋高等学校中等部 柔道

高校2年　特別進学コース
氏　　　　　名 平均点 中　学　校 部　活　動

井倉　　あかり 69.0 富士市立須津中学校 放送

冨士野　祥太 70.4 東海大学付属翔洋高等学校中等部 男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

高校2年　総合進学コース
順位 組 氏　　　　　名 平均点 中　学　校 部　活　動

1 2 松村　　佑香 91.1 焼津市立焼津中学校 英語(ESS)

2 2 成田　　里菜 90.3 静岡市立南中学校 無所属
3 6 西郷　　慶亮 89.9 静岡市立末広中学校 陸上競技
4 6 相澤　　研吾 85.8 豊橋市立豊城中学校 野球
5 2 松世　　聖矢 83.7 静岡市立清水第三中学校 ﾗｸﾞﾋﾞｰ

高校3年　特別進学コース
氏　　　　　名 平均点 中　学　校 部　活　動

伏見　　美瑳 80.4 静岡市立清水興津中学校 無所属

藤浪　　真帆 68.0 静岡市立清水第一中学校 生徒会総務

高校3年　総合進学コース(文系)
順位 組 氏　　　　　名 平均点 中　学　校 部　活　動

1 02A 吉野　　哲平 91.9 静岡市立高松中学校 男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

2 03A 山口　　拓真 86.6 静岡市立清水袖師中学校 英語(ESS)
3 02A 西ヶ谷　康輔 86.4 静岡市立清水第一中学校 写真
4 02A 瀧　　　恭子 84.1 静岡市立竜爪中学校 生徒会総務
5 03A 山梨　　みお 83.3 静岡市立清水庵原中学校 卓球

高校3年　総合進学コース(理系)
順位 組 氏　　　　　名 平均点 中　学　校 部　活　動

1 02B 猪瀬　　勝矢 94.2 伊東市立対島中学校 野球

2 02B 長野　　和輝 89.5 静岡市立高松中学校 卓球
3 06B 保富　　健二郎 87.8 沼津市立第四中学校 野球
4 02B 山本　　果林 85.2 静岡市立清水小島中学校 吹奏楽
5 02B 大西　　巧真 83.5 幸田町立幸田中学校 男子ｻｯｶｰ

順位

順位

文系1位

理系１位

文系1位

理系１位



2000 年から続いている、東海大学山中湖セミナーハウスで行われる学習合宿ですが、特進

コース（３１名）、アクセルコース（３７名）の 2 コースハイブリッド型合宿となりました。 

7 月 29 日（水）～8 月 2 日（日）までの 4 泊 5 日、まさに勉強漬けのプログラムです。5 日間で 1、2 年生は授業が 25 コマ、3

年生は 29 コマ設定されていますが、それ以外にも夕食後には自習の時間が 3 時間設けられています。シーンとした 3 階の大教室

では、鉛筆の音だけが静かに響きます。同時に 2 階の別の教室ではそれぞれの教科の先生方が待機しており、こちらでは存分に質

問を投げかけることが可能です。このように、「与えられてする学習の時間」と、「自ら計画を立てて自分 

のペースでする学習の時間」があり、生徒は夏休みの学習のペースをここでつかんでいきます。特に 3 年 

生はここでのペースを、いかに切らさず夏休み中維持することができるかが合格への大きなカギとなりま 

す。また毎年、恒例行事として前年度の卒業生が先輩ガイダンスでは今年卒業した行徳智仁先輩（青山学 

院大学社会情報学部社会情報学科に現役合格）が駆けつけてくれ、大学の様子や高校時代の勉強の方法な 

どについて熱く語ってくれました。 

日 曜 ９月　　学　　校 高　　校 中等部　　☆３年補習

1 火
2学期始業式　①全校集会

②高校集会③LHR④～授業 ②中等部集会③～特別授業(夏休み課題チェック）

2 水
読書週間（2～8日） １、2年確認テスト、3年校外模試

3 木 ⑤表彰集会⑥委員会

4 金 ②幼小中高合同防災訓練 ②防災訓練Ⅱ 朝学(英)　②防災訓練Ⅱ

5 土 土曜講座 土１６

6 日 大学後援会「総会」＠H他

7 月 朝礼

8 火 朝学(漢字）

9 水 演劇教室（全校平常登校） 高１，２：午前観劇、午後授業 ・高３：④～昼食、午後観劇 ④～昼食、午後観劇   ☆国理

10 木 登校一斉指導 ⑤総合⑥道徳　　⑤⑥3年(2)教育ﾒﾝﾄﾚ(H)  数検申込締切

11 金
第2回付属推薦(特奨・特技)審査結果発表

実力試験5教科（全学年）

12 土 【中】第３回学校説明会 土曜講座
高3ﾍﾞﾈｯｾ駿台マーク模試

第３回学校説明会　土１７　ハワイ研修結団式　　ミニバス翔洋杯（A）
第３回学校説明会13 日 【中】第４回学校説明会 第４回学校説明会　　ハワイ研修出発（～20日）　ミニバス翔洋杯（A）

14 月

15 火 朝学（漢）

16 水 翔洋プチ・スクールツアー①  11:30～13:30 ☆社英

17 木 翔洋プチ・スクールツアー②  11:30～13:30 ⑤総合⑥道徳   ⑤⑥1年(2)教育ﾒﾝﾄﾚ(H)

18 金 ﾄﾞﾘｰﾑｻｲｴﾝｽ2015準備

19 土 ﾄﾞﾘｰﾑｻｲｴﾝｽ2015 土１８　　合い服期間開始

20 日 ハワイ英語研修帰着

21 月 敬老の日

22 火 国民の休日

23 水 秋分の日

24 木 ⑤LHR⑥道徳   合唱練習（～10/30）

25 金 2年洋上教室  1・３年朝学(英)

26 土 第2回PTA役員評議員会 土曜講座 土１９   中総体　陸上(大井川駅伝）

27 日 付属生の為のオープンキャンパス（高2対象）
ミニ・オープンキャンパス9：30～13：00
高2湘南キャンパスオープンキャンパス（保護者含む）

28 月

29 火 朝学（漢）

30 水 ☆数数

31 ※  

 

 

保護者のためのプチ・スクール・ツアー 【平日・昼間限定】のカジュアルな学校説明会です。                                     

第 1期： ９/１６日（水）・１７日（木）  第２期： １０/１５（木）・１６日（金）  第３期：１１/１１（水）・１２日（木）       

１１：３０～１３：３０ （ＪＲ清水駅からスクールバスにて送迎あり・自家用車も可能です。）  

<内容>  ①学校説明 ②授業見学 ③静岡翔洋学食にて昼食 ④施設紹介 ⑤個別進学相談＊内容はどれも同じです。 

 

高校第１回入試説明会 【本校の受験を考えている人 必見！】このチャンスを逃してはならない 

１０/２５（日） １０：００～１３：１０ 

（ＪＲ静岡駅・清水駅からスクールバスにて送迎あり・自家用車も可能です。） 

<内容>  ①入試の傾向と対策   ②学校紹介   ③体験！サタデーセミナー  

④部活動紹介（ビデオ＆パフォーマンス） ⑤教育相談コーナー ⑥施設見学・部活動見学 

 

～申込・詳細は本校ホームページにて 

 勝負の夏・山中湖学習合宿 

 

変わる！静岡翔洋≪説明会のご案内≫ 

 


