
平成３０年度部活動成績 
《運動部》 
【空手部】 
1 第３９回北九州地区空手道選手権大会（国体地区予選） 

男子個人形 ２位 堺 勇晴（普２）３位 城本 一稀（普３）  
女子個人形 ３位 古泉 亜実（普３）３位 森田 彩日（普２） 
男子個人組手 優勝 城本 一稀 ２位 園田 凜太朗（建３） ３位 池田 澪樹

（自２）・ 西田 陸人（普３） 
女子個人組手 優勝 古泉 亜実 ３位 古泉 亜依（普３）・森田 彩日 

2 福岡県高等学校総合体育大会空手道選手権大会北部筑豊ブロック予選会 
男子個人形 優勝 城本 一稀 ２位 堺 勇晴  
女子個人形 ３位 古泉 亜実 
男子個人組手 優勝 城本 一稀 ２位 園田 凜太朗 ３位 橋本 淳矢（普３）・

池田澪樹 
男子団体組手 優勝 
女子団体組手 優勝 

3 福岡県高等学校総合体育大会 
男子個人形 ３位 城本 一稀・堺 勇晴  
男子個人組手 ２位 城本 一稀 
男子団体組手 2 位 
女子団体組手 3 位 
（九州大会出場決定） 

4 福岡県空手道選手権大会 個人戦（国体予選） 
男子個人形 ３位 城本 一稀 
女子個人組手 ３位 古泉 亜実・森田 彩日 

5 全九州空手道選手権大会（ミニ国体） 
男子団体組手 ３位 城本 一輝 
福岡県高等学校空手道新人大会北部筑豊ブロック予選会 
男子個人形 優勝 堺 勇晴  
女子個人形 ２位 田中万愉（調２） 
男子団体形 優勝 
女子団体形 優勝 
男子個人組手 優勝 池田 澪樹 ２位 石川 賢一（普２） ３位 山本 結斗（普

１） 
女子個人組手 優勝 森田 彩日 ２位 吉田 七星（普１） ３位 栗林 真那（普

１）・ 田中 万愉 



男子団体組手 優勝 
女子団体組手 優勝 

6 福岡県高等学校空手道新人大会 全九州予選会 
男子個人形 ２位 堺 勇晴  
女子個人形 ３位 森田 彩日 
男子団体形 2 位 
女子団体形 3 位  
男子個人組手 優勝 池田 澪樹 ３位 石川 賢一 
男子団体組手 2 位 
女子団体組手 3 位 

7 全九州高等学校空手道新人大会 
男子団体形 ３位 
女子団体形 ５位 
男子個人形 ５位 堺 勇晴 
（全国選抜出場決定） 

 
【ソフトテニス部】 
1 全国・全九州体育大会ソフトテニス選手権北部ブロック予選 

団体戦  優勝 
個人戦 ３位 本郷 瑞稀（普３）瀧内 一清（機２）、 

峯岸 楓（自３）一川 紫苑（建３） 
2 全国・全九州体育大会ソフトテニス選手権福岡県予選 
  団体戦  ３回戦進出 
3 全九州新人ソフトテニス大会北部ブロック予選 
  団体戦  優勝 

個人戦 優勝 坂本 拓未（電２）瀧内 一清、 
２位 尾崎 龍聖（普２）西村 尚泰（普１）、 
３位 大村 駿介（普１）名和 春樹（機２）・花田 温輝（電２）羽迫 樹（機１） 

4 全九州新人ソフトテニス大会福岡県予選 
  個人戦 大村 駿介・名和 春樹 ４回戦進出（九州大会出場決定） 
5 全九州新人ソフトテニス大会  （熊本県パークドーム） 
  大村 駿介（普１）・名和 春樹（機２） 出場 ２回戦進出 
 
【硬式野球部】 

1 第１００回全国高等学校野球選手権記念北福岡大会 

２回戦 



 

2 第１５回北九州市内高校新人野球大会 

優勝 

3 第１４３回九州地区高等学校野球福岡大会 

３位 

4 第５回北九州市内高校一年生大会 

ベスト８ 

 

【柔道部】 
1 福岡県高等学校新人柔道大会北部ブロック予選 

個人戦 66Kg 級 ベスト 8 礒部 拓未（建１） 
2 第２３回新森杯争奪高等学校柔道練成会 

団体戦 ３位 
3 第４１回福岡県高等学校柔道選手権大会 北部ブロック予選 

個人戦 ６６Kg 級 優勝 幡手 太洋（建１）、３位 礒部 拓未（建１） 
    （県大会出場） 

団体戦 ベスト８ 
 
【バスケットボール部】 
1 福岡県高等学校総合体育大会バスケットボール選手権大会北部ブロック予選１回戦 
2 福岡県高等学校バスケットボール一年生大会２回戦 
3 ウインターカップ 2018 福岡県北部ブロック予選１回戦 
4 福岡県高等学校バスケットボール新人大会北部ブロック予選会１回戦 
 
《文化部》 
【美術部】 
1 第 33回福岡県高等学校総合文化祭 美術・工芸部門【福岡県大会】（高文連） 

デザイン部門 
全国大会推薦 『風林火山』 木下 美沙希（美２）  
優秀賞  『群れ』花田 夕華（美３）『温故知新』中嶋 凜（美１） 
工芸部門 
優秀賞  共同制作ステンドグラス   

『福来たる』野原 美里（美２）濱田 有里（美２） 
特選 『アメ釉一輪挿し』村田 春人（美３） 

2 平成 30年度 人権週間ポスター（北九州市人権推進センター） 
最優秀賞 石橋 咲（美３） 



入選 村田 春人 舟津 望（美３） 
佳作 花田 夕華・白根 侑花（美１）・中嶋 凜 

3 暴力追放イメージポスター（福岡県暴力追放運動推進センター） 

最優秀賞 石橋 咲 
優秀賞 花田 夕華 舟津 望 
佳作 8名 特別賞 8名 

4 第 15回北九州チャンピオンズカップ 国際車椅子バスケットボール大会 

ポスターコンテスト（北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケットボール大

会実行委員会） 
優秀賞 花田 夕華 

 

【写真部】 
1 県高文祭 写真展 

準特選 「サマータイム」石丸 颯（情２）・「星降る夜」小川 晃輝（電１）・「独り占め」

上野 嵩史（情１） 
2 第７回日韓中高校生フォトコンテスト 
優秀・富士フイルム賞 「シャボン玉」 柴野 つぐ実（情２） 
入賞   「クラッシュ」 梅森 琉偉（情１） 

3 第７０回記念 北九州市戸畑区美術展 写真の部 
市長賞 「待ち人」溝上 大輔（情２）  
教育委員会賞 「ライバル」甲斐 倭人（電気１） 
市議会議長賞 「星降る里」 小川 晃輝 
戸畑区長賞 「潟人がたんちゅ」上野 嵩史 

4 高文連北九州支部写真展 
大賞 甲斐 倭人 
特選 小川 晃輝・梅森 琉偉 
準特選 石丸 颯・溝上 大輔・上野 嵩史 

 

【イラスト部】 

1 第２７回全国高等学校マンガ選手権大会（まんが甲子園） 

応募 渡邊 空（美３）津田 拓馬（美３）尾田 凪瑳（普１） 

2 第１５回弘兼憲史徳山大学高校生マンガイラストコンテスト 

佳作 石橋 咲 

3 北九州マラソン 2019応援イラスト 

１５作品展示 

 



【パティスリー部】 
1 北九州ロールケーキコンテスト ２チーム参加 

チーム華の JK2：本田 ひらり（調２）江口 瑠奈（調２）服部 鈴音（調２） 
チームレインボーロード：上江洲 藍音（調３）寺下 冬花（調３）秋吉 寿雄（調２） 

2 スイーツ甲子園 予選エントリー 
 
【軽音楽部】 
第６回福岡県高等学校軽音楽コントスト 出場 
ミヤジック高校生バンドバトル・高塔山ロックフェス・北小倉市民センター文化祭・徳力南

児童館クリスマス会 参加 
 


