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祝！ 平成 27 年度 生徒会功労賞
卒業式を前に、角田高校の生徒会功労賞を受ける皆さんが決まりました。受賞の条件は「学校内外の
生活において、他の範とみなされ、一般生徒から信頼のある生徒を特に表彰する」となっています。

功労賞(団体の部)

団体の部 空手道部(女子)受賞者

空手道部(女子)

３年 小野 さくら

体育協会表彰推薦

鈴木

大泉 そよ

そら

平成 27 年度 宮城県高等学校総合体育大会空手道競技 団体組手 優勝

２年 大和田ひかる

鈴木 南季

平成 27 年度 東北高等学校空手道選手権大会 出場

１年 伊藤 ゆき奈

金澤 杏奈

平成 27 年度 全国高等学校総合体育大会(インターハイ) 出場

功労賞(個人の部)計 10 名受賞

平野 未来

※(

)内は出身中学校

小野 さくら(大河原中)空手道部
平成 27 年度 県総体空手道競技

秋山 太輝(北角中)ｿﾌﾄﾃﾆｽ部(男子)

個人組手 優勝 団体組手 優勝

平成 27 年度県国体予選シングルス第３位

東北高等学校空手道選手権大会 出場

ハイスクールジャパンカップ

インターハイ 空手道競技 出場

シングルス 出場

根本 伊ぶき(角田中)陸上競技部

大泉 そよ(角田中)空手道部

平成 27 年度 県総体 陸上競技

平成 27 年度 県総体空手道競技

円盤投げ 第 6 位

個人組手 ５位 団体組手 優勝

東北選手権大会 出場

東北高等学校空手道選手権大会 出場

佐藤 綾香(角田中) 生徒会執行部
生徒会長として、生徒会活動を先頭に
立って行い、角白定期戦や球技大会､角
高際など学校行事を盛り上げた。また、
フラワープロジェクトやエコキャップ
回収運動など、新たな活動にも積極的に
取り組み､生徒会活動を活性化させた。

山口 亜美(角田中) 応援団
応援団長として、応援団および一般生徒
をまとめた。また、意欲的に活動し定期
戦では､大いに貢献した。

H27 インターハイ 空手道会場前で

鈴木 そら(佐沼中)空手道部
柴崎 亜美(角田中) 美術部
平成 27 年度 仙南美術展

加藤 里佳
藤島 夏海
武者 嵩大
丸山 梨奈
大澤あかね

平成 27 年度 県総体空手道競技

優秀賞

平成 27 年度 全国高校総合文化祭

個人組手 ３位 団体組手 優勝
東北高等学校空手道選手権大会 出場

滋賀大会出展（作品：祖母）

インターハイ 空手道競技 出場

匹田 明花律(船岡中) 個人参加

金澤 杏奈(丸森中)空手道部

平成 27 年度 県総体 スキー競技
女子個人 回転
１位
女子個人 大回転 ２位
女子総合 優勝
インターハイ・国体スキー競技 出場

平成 27 年度 県総体空手道競技

おめでとう！ 皆勤賞
三カ年皆勤の生徒は
本校では高く評価され、
褒賞の対象となります。
今年度はなんと３０名
が表彰されました。

インターハイ 空手道競技 出場

今野
向田
目黒
森谷
加藤

彩水
遥夏
菜摘
葉月
碧斗

個人組手 ３位 団体組手 優勝
東北高等学校空手道選手権大会 出場
インターハイ 空手道競技 出場

～三年間無欠席・無遅刻・無早退～

佐藤美菜子
秋山 太輝
遠藤 南奈
蓬田とも美
齋藤 梨沙

佐藤
優
佐久間芽依
小野さくら
菊地 颯斗
中村 明華

以上の皆さんが，2 月 29 日(月) 賞状授与式で表彰されます。

田島
柄目
菅原
佐藤
三浦

涼祐
名月
萌
和弥
勇太

西岡 茉倭
細川 愛里
半澤明日香
遠藤 勇太
森田 志保

平成 27 年度

新チーム 躍動
～各部活動の報告～
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平成２７年９月から２８年２月にかけて、運動部の新人戦や
文化部のコンクールなどが各地で行われました。多くの部活動
では３年生が引退し、新チームとして活動しています。
この秋から冬にかけての各部の活躍を報告します。

※(

)内は出身中学校

野球部

｢春に向かって｣

秋季南部地区大会(8/25～9/12) 優勝
秋季宮城県大会(9/19) 角田 1－6 東北

9 月に行われた南部地区新人大会では、延長戦を制して 10 年ぶりに南部地区

野球部 ２年２組 加藤耕亮(丸森中)
で優勝することができました。その一週間後の県大会では､ベスト 8 をかけて東
北高校と戦いましたが、１－６で敗戦を喫し、自分たちの無力さと共に、筋力
の違いや勝負強さの違いを痛感しました。この差を埋めるべく、冬は徹底的に
ウェイトトレーニングや走力などの基礎体力向上を掲げて日々の練習に取り組
んでいます。一番の変化は､チームの目標をベスト８から｢甲子園出場｣に変えた
ことです。より高い目標を掲げて、厳しい練習に耐え、勝負に勝つ。｢猛撃破｣
を合い言葉に､猛々しく打ち勝つ野球で甲子園を目指します。
応援、よろしくお願いします。

空手道部(女子)
東北選抜大会(1/22～24)団体組手 ５位

｢いざ、全国大会へ｣
空手道部(女子) ２年５組 大和田ひかる(角田中)
空手道部(女子)は、１月２２日～２４日に行われた東北選抜で全国の切符を勝
ち取ることができました。本戦２戦目で破れたものの、全国大会決定戦の枠で
勝ち進みました。皆が声を出し合い、選手一人ひとりが自分のできることをす
べて出し切り全力で挑み、勝利が決まった時は感激しました。マネージャーの
サポートも心強いモノでした。次は全国大会です。各地の強豪校が集う大会で
思いっきり戦います。応援、よろしくお願いします。

※全国選抜大会出場(3/24～北海道)

演劇部

美術部

角田高校演劇部作｢菅野なるヒコーキ野郎｣
演劇コンクール南部地区大会(10/10) 優秀賞一席
演劇コンクール中央大会(11/12～15) 優良賞

吹奏楽部
アンサンブルコンテスト仙南支部大会(12/19)
金賞 木管六重奏｢タバッキエラ組曲Ⅲ｣
銀賞 金管六重奏、打楽器四重奏

宮城県高等学校

美術展覧会
(1/27～31)
優秀賞
柄目名月(角田中)
奨励賞
池田柚花(角田中)
今泉瑞稀(槻木中)
優秀賞 3 年 柄目名月さん「愛鳥」

｢ケヤキの杜｣クリスマスコンサート
合唱部のボランティア活動

合唱部部長 2 年 1 組 栗田 芽生(丸森中)
私たち合唱部は 12 月に福祉施設けやきの杜でクリスマスコンサートを
行いました。当日はとても緊張しましたが、部員たちと入居者の皆さんと

祝 宮城県高等学校総合体育大会
スキー競技 個人総合優勝(1/9)
女子回転 1 位、女子大回転 2 位

1 年 1 組 匹田明花律(船岡中)さん
※県代表としてインターハイ･国体に出場

一緒に､マラカスやタンバリンを使って楽しく歌うことができました。
これからも｢合唱部の歌を聴くことができて良かったなぁ｣と思って頂
けるよう頑張って練習して
いきます。
今回の反省点を改善して、
来年度も継続して訪問演奏
会を行っていきたいと思い
ます。

中央が優勝した匹田さん

