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佐賀北高等学校全日制    学校だより  第 ３ 号
～高校総体・NHK杯特集号～

令和３（２０２１）年５月２７日（木）
【本年度の重点目標】

信頼されるチーム佐賀北

バレーボール部女子 バレーボール部男子

女子２７人（３年６人、２年１４人、１年７人）

【主将名】
陣内　愛玲菜

【総体での目標】
佐賀県大会優勝・インターハイ出場

【意気込みなど】
　今までの練習を信じて、今までやってきたこと
を全部出し切って、全員バレーで頑張ります！

【日程・会場】
5月29日（土）伊万里高校：1・2回戦
5月30日（日）伊万里実業：ベスト４まで
5月31日（月）SAGAサンライズパーク
　　　　　　　　　　　　総合体育館：準決勝・決勝

男子７人（３年４人、１年３人）
女子１人（２年１人）
【主将名】　山田　尚輝

【総体での目標】　ベスト４

【意気込みなど】
　部員数不足のため、個人でトレーニングをし
ていた休部状態の時期もありました。しかし、
チームとしての練習を再開してからは、人数が
少なくても、全員で上手になれるよう高めあって
きました。辛い時もたくさんありましたが、折れ
ずに頑張ってきました。選手7名、マネージャー
1名になって臨むこの総体では、これまでの練
習の成果を全力で発揮したいと思います。

【日程・会場】
5月29日（土）
 唐津市相知天徳の丘運動公園社会体育館
5月30日（日）
 唐津市相知天徳の丘運動公園社会体育館
5月31日（月）
 ＳＡＧＡサンライズパーク総合体育館大競技場

高校総体・NHK杯高校野球大会選手壮行式

不屈の闘魂 北高魂
令和３年度佐賀県高等学校総合体育大会・NHK杯高校野球大会の選手壮行会が、本日５月２７日

（木）に行われました。 例年は体育館にて行っていましたが、感染症予防のため今回は、各部の選

手および３年生のみが集まり、１・２年生の教室へはリモート形式（配信）にて行いました。
壮行会では、各部の紹介、生徒会総務委員長の西山楓くん（３年５組）による挨拶のあと、糸山校長か

ら励ましの言葉が贈られました。そのあとに、選手を代表して柔道部主将の坂口琢馬くん（３年２組）によ

る力強い選手宣誓が行われました。

選手のみなさん、これまでの努力を信じ、北高魂を胸に最後まで全力を尽くしてがんばってください。今

年は入場に制限などがされて高校総体が開催されることとなりました。会場での応援は制限されています

が、心のなかで選手たちに声援を送ってほしいと思います。チーム佐賀北、一丸となって、最後まで戦

いましょう！
それでは、高校総体およびNHK杯高校野球大会へ参加する各部活動、さらに、６月に行われる「NHK杯

全国高校放送コンテスト」に出場する放送部の、紹介・意気込み等をご覧ください。



№2
バスケットボール部女子 バスケットボール部男子

陸上部 剣道部

女子２０人（３年６人、２年８人、１年６人）

【主将名】
岡　桜花

【総体での目標】
優勝（インターハイに繋がる戦いをする）

【意気込みなど】
　佐賀県で１番になるために、佐賀県で１番の
練習を行ってきました。準備はばっちりできてい
るので、後は本番を楽しむのみです。

【日程・会場】
５月２９日（土）：唐津南高校
５月３０日（日）：諸富ハートフル
６月　１日（火）：諸富ハートフル

男子２８人（３年１１人、２年８人、１年９人）
女子　３人（３年１人、２年１人、１年１人）

【主将名】
境　大征

【総体での目標】
優勝

【意気込みなど】
　自分を信じ、仲間を信じ、これまでの練習を信
じ、私たちのキャリアのすべてをぶつけて優勝
します。

【日程・会場】
５月２８日（金）、２９日（土）：唐津西高校
５月３０日（日）：諸富文化体育館
６月　１日（火）：諸富文化体育館

男子７人（３年３人、２年１人、１年３人）
女子１０人（３年５人、２年３人、１年２人）

【主将名】男子：溝上　幹太　　女子：杠　姫来々

【総体での目標】　男女ともに総体優勝

【意気込みなど】
　内川先生、合原先生をはじめＯＢの先生方に
熱くご指導をしていただき、コロナ禍の中でも
「誰にでもできることを誰にも負けないように取
り組む」をスローガンとして日々の練習に取り組
んできました。男子は人数の揃わない状況が
続きましたが、ようやく７人揃うことができたの
で7人で一丸となって優勝目指します！　女子
は新人戦では準優勝、春季大会では３位とあと
一歩で優勝を逃しているので、その悔しさをバ
ネに今回の総体こそは優勝を勝ち取ります！

【日程・会場】
28日男子個人戦、女子団体戦
29日女子個人戦、男子団体戦
会場：諸富ハートフル

男子１８人（３年８人、２年６人、１年４人）
女子２０人（３年８人、２年７人、１年５人）

【主将名】
男子：古川　侑資　　女子：白水　莉子

【総体での目標】
県高校総体で1人でも多くの選手が入賞し、北
九州地区大会、インターハイ出場

【意気込みなど】
　どんなきつい練習でも部員全員で声を出して
支え合って乗り越えてきました。陸上部のチー
ムワークを活かして、１人１人が自分のベストを
出して、北九州地区大会、インターハイに出場
できるように頑張ります。

　【日程・会場】
〇期日：５月２８日（金）～３１日（月）
〇場所：SAGAサンライズパーク第２競技場



                                                           №3
テニス部 ソフトテニス部

体操部 弓道部

男子１８人（３年５人、２年６人、１年７人）
女子１６人（３年４人、２年４人、１年８人）
【主将名】男子：松尾 健太郎　女子：渡邊 さくら
【総体での目標】県ベスト４

【意気込みなど】
男子：窪田先生のご指導の下、日々練習に取り
組んできました。総体では、これまでお世話に
なった方々への感謝の気持ちを忘れず、自分
達がこれまでやってきたことを信じて、目標達成
できるように全力を尽くしてきます。
女子：私達テニス部は学校にコートがない中、
毎日サンライズパークに移動し、少ない時間で
も効率的な練習に取り組んできました。総体で
は、自分達らしいプレーをして、ベストな成績を
出せるように頑張ります。

【日程・会場】会場：SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ庭球場
５月２８日（金）団体戦
５月２９日（土）個人戦シングルス
５月３０日（日）個人戦ダブルス
５月３１日（月）
　　　　個人戦シングルス・ダブルス順位決定戦

男子２２人（３年１２人、２年３人、１年７人）

【主将名】　三瀬　魁

【総体での目標】
団体戦：優勝
個人戦：複数ペアのインターハイ出場

【意気込みなど】
　３、２年生は去年中止になった高校総体の分
を返す意味でも、団体優勝、個人複数ペアのイ
ンターハイ出場を目指します。
　昨年より学校のテニスコートも改修工事のた
め使用できず、日々練習コートのために移動
し、他の学校より練習量は少なかったと思いま
すが、持ち前の元気良さ・チームワークを武器
に頑張ります！！！

【日程・会場】会場：松浦河畔公園庭球場
５月２８日（金）個人戦　ベスト３２まで
５月２９日（土）個人戦　優勝まで
５月３０日（日）団体戦　最後まで

男子１５人（３年４人、２年６人、１年５人）
女子３６人（３年１５人、２年１０人、１年１１人）

【主将名】
男子：松尾　怜真　　女子：菱岡　彩絵

【総体での目標】
男女ともに団体入賞、個人九州大会進出

【意気込みなど】
　一本一本大切に、射型の美しさを意識して練
習を重ねてきました。
　本番でも自分の射が出来るように平常心で頑
張ります。

【日程・会場】
２８日（金）女子の部
２９日（土）男子の部
３０日（日）男女団体決勝リーグ
３日間とも
　　ＳＡＧＡサンライズパーク総合体育館弓道場

男子 ３人（２年３人）

【主将名】
川端　海璃

【総体での目標】
インターハイへの出場

【意気込みなど】
　今できることに集中し、各種目を全力で頑張り
ます。

【日程・会場】
会場：
　ＳＡＧＡサンライズパーク総合体育館・体操場
５月２９日(土)　開会式（１０時）／公式練習
５月３０日(日)　公式練習（８時）
　　　　　　　　　　　　　　　　　／競技開始（１１時）



№4
野球部※NHK杯佐賀県高等学校野球大会 卓球部

柔道部　 水泳部

男子５１人（３年１４人、２年２１人、１年１６人）
女子　２人（２年１人、１年１人）

【主将名】
中村　一翔

【大会での目標】
一戦必勝で優勝！

【意気込みなど】
　春の大会で負けてから新戦力も加わり、課題
の守備を中心に日々練習してきました。NHK杯
では、北高らしく元気ハツラツ全力疾走で守備
からリズムを作り、粘り強い野球で戦っていきま
す。

【日程・会場】
ブルースタジアム
佐賀みどりの森球場

男子１０人（３年２人、２年２人、１年６人）
女子 　６人（３年１人、２年３人、１年２人）
【主将名】
男子：竹下　凜太郎　　女子：江頭　未歩

【総体での目標】
男子：県ベスト４　女子：九州大会出場

【意気込みなど】
　古川先生、山口先生の熱心なご指導のもと、
決して恵まれているとは言えない練習環境の
中で、練習内容を工夫し、足りない部分を男女
や学年問わず補い合いながら、日々取り組ん
できました。男女ともこれまでよりも良い成績を
残せるよう頑張ります。

【日程・会場】
会場：唐津市文化体育館
５月２８日(金)　学校対抗決勝リーグ２回戦まで
５月２９日(土)　学校対抗決勝リーグ最終戦
　　　　　　　　　　個人戦ダブルス　決勝まで
　　　　　　　　　　個人戦シングルス　１回戦まで
５月３０日(日)　個人戦シングルス　決勝まで

男子９人（３年５人、２年１人、１年３人）
女子８人（３年３人、１年５人）

【主将名】
西岡　武尊

【総体での目標】
全員、自己ベストを出す

【意気込みなど】
　それぞれの目標を達成するために、練習を頑
張ってきました。全員が自己ベスト出せるように
頑張ります。

【日程・会場】
SAGAアクア

男子１３人（３年５人、２年５人、１年３人）
女子　１人（２年１人）

【主将名】
坂口　琢馬

【総体での目標】
団体、個人優勝

【意気込みなど】
　日頃から柔道の技術練習、遠征や週１回の体
力トレーニングで鍛えた成果を発揮します。

【日程・会場】
５月２８日（金）団体戦、２９日（土）個人戦
　１０：００～
基山総合体育館



№5
サッカー部 バドミントン部

新体操部 空手道部

男子２２人（３年６人、２年９人、１年７人）
女子１５人（３年４人、２年６人、１年５人）
【主将名】
男子：大串　清真　　女子：中山　美月

【総体での目標】
男子：団体３位、個人ベスト8
女子：団体ベスト8、個人ベスト16

【意気込みなど】
　私たちバドミントン部は総体に向け、部員一丸
となり練習を頑張ってきました。３年生にとって
は最後の試合になるので、団体・個人ともに自
分の力を出し切って、悔いの残らない試合をし
たいと思います。

【日程・会場】
５月２８日（金）団体戦
男子：
佐賀のへそ・ふれあい交流センター「ネイブル」
女子：旭学園体育館・旭学園第２体育館
５月２９日（土）・３０日（日）個人戦
男女とも旭学園体育館・旭学園第２体育館

男子５５人（３年１９人、２年１８人、１年１８人）
女子　６人（３年２人、２年２人、１年２人）

【主将名】安藤　元気

【総体での目標】　県総体優勝、全国大会出場

【意気込みなど】
　私たちサッカー部の目標は、県総体優勝、全
国大会出場です。２月に行われた新人大会で
はベスト８と思うような結果を残せませんでし
た。その悔しさを糧に日々のキツイ練習でもみ
んなで取り組んできました。総体では今まで
やったきたことを徹底し、「堅守速攻」のサッ
カーで全員が同じ方向をむいて、優勝できるよ
うに頑張ります。応援よろしくお願いします。

【日程・会場】
大会日程：５月２８日（金）～６月３日（木）
初戦：５月２９日（土）９時３０分～
　　　　　　　　　　　　　　　　　vs 早稲田佐賀高校
会場：佐賀北高校G

男子　６人（３年３　人、２年　３人）
女子４３人（３年１７人、２年１１人、１年１５人）

【主将名】
松尾　怜美

【総体での目標】
団体組手アベック優勝

【意気込みなど】
　コロナ禍の中で普段は当たり前にできていた
ことが制限されていく中で、試行錯誤しながら
も、チーム全員で切磋琢磨し合い、練習に励ん
できました。総体では、1人1人が今持つ最大限
の力を発揮し、優勝して全員が笑顔で終われる
ように頑張ります！

【日程・会場】
５月３０日（日）
佐賀東高校　新体育館

女子１８人（３年５人、２年７人、１年６人）

【主将名】
房前　璃奈

【総体での目標】
ＮＯ－ＭＩＳＳで演技する・優勝

【意気込みなど】
　１年前、総体やインターハイなどのいろいろな
試合がなくなって、辛い思いをした先輩方の思
いも背負って、絶対にインターハイに行くと強く
決意して、ここまで頑張ってきました。総体で
は、１８人の力を合わせて、２チームともミスなく
最高の演技ができるように、思い切りやり切り
ます。応援よろしくお願いします。

【日程・会場】
ＳＡＧＡサンライズパーク総合体育館



放送部※NHK杯全国高校放送コンテスト

№6

男子１人（１年１人）
女子６人（３年１人、２年２人、１年３人）

【部長】
矢ヶ部　真依

【大会での目標】
各々が全力を尽くして悔いのない大会に！
全員で全国大会を目指す！

【意気込みなど】
　コロナ禍で活動が大幅に制限され、例年通り
には行かないことばかりでしたが、今だからこそ
できることに目を向けて頑張ってきました。これ
まで支えてくださった方々に一番の発表をお見
せできるように精進します！

【日程・会場】
６月６日（日）
佐賀商業高校

６月の行事予定

４日（金） 45分×6限授業 ⑦HR（全校集会・学年集会）

５日（土）～６日（日） 進研共通テスト模試（３年）

７日（月） ⑦LHR（生徒会長選挙）

８日（火） スクールカウンセラー来校（午後）

９日（水） 内科検診（全学年）

１２日（土） 公務員模試

GTEC（３年）

１３日（日） 合唱祭

１４日（月） エイズ講演会（１年） 校内読書会（３年）

１５日（火） 考査時間割発表

１７日（木） スクールカウンセラー来校（午前）

２１日（月） ⑦LHR（２・３年性教育講演会）

２２日（火）～２５日（金）後期考査

２６日（土） 高校生のための美術講習会

２７日（日） 英検２次（Ａ日程）

２８日（月） ⑦LHR（交通安全講話）

※予定は変更となることがあります。学校ホームページやスクールニュース等でご確認ください。

・各大会の会場への入場に制

限については、各競技専門部

で定められたことに従ってく

ださい。

・感染症予防をしっかりと行

いましょう。

・熱中症にも十分に気をつけ

てください。


