
剣道部 

「総体上位入賞」を目標に日々の
稽古に取り組んでいます。男子３
名、女子９名と少ない人数ですが、
全員が凡事徹底を心掛け、普段の生
活からお互いを高め合っています。
総体まで残り少ないですが、精 
一杯頑張ります。 
応援よろしく 
お願いします。 
橋本 りさ 蹴球部 

選手、指導者、マネージャー含め
104 名全員で一つの目標に向けて
日々鍛錬しています。目標は県内四
冠、全国大会出場です。一人一人が
高い意識を持ちオフ・ザ・ピッチに
もこだわり、誰からも応援 
されるチームを 
目指し取り組ん 
でいます。 
中原 魁二 野球部 

甲子園出場を目標に練習をやっ
てきました。今年は、夏の予選が開
催されることを信じて甲子園に出
場できるように頑張っていきたい
と思います。全国の舞台でもう一度
「ＳＡＳＨＯ」の名を見せられ 
るよう、頑張っ 
ていきたいと思 
います。 
平野 大智 水泳部 

私たちは、日々全国を目標に練習
に励んでいます。昨年は九州大会や
インターハイがなかったため、今年
は先輩の想いも背負い、全国の舞台
で佐商水泳部の名を全国に轟かせ
たいと思います。今を大切に 
悔いのないよう取り 
組んでいます。 
河上  伸 
宮原 沙來 陸上部 

顧問の先生方のご指導のもと、部
員全員で切磋琢磨しながら日々の
練習に取り組んでいます。総体で
は、個人種目・リレー共に九州大会
出場を目標にしています。一日一日
の練習を大切にし、粘り強く 
全力で頑張り 
ます！ 

 
中島 あみ 
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令和３年度は、無観客試合等の対策を取

りながら、高校総体が開催されます！佐賀

商業高校でも、各部活動が頂点を目指し、練

習に励んできました。今回は、佐商の部活動

を一挙紹介します。各部活動の部長が意気

込みや活動の様子を寄せてくれました！！ 

日頃から声を出し、全国の舞台で
気迫あふれるプレーで相手を圧倒
できるよう一人一人が目標をもっ
て練習に励んでいます。コロナ禍で
自分たちの環境が当たり前では 
ないことに気づきました。 
インターハイ優勝に向け 
て練習に力を入れ 
ています。 
松本 滉希 
 

部 籠球部 

個性豊かで、ぶつかり合いながら
も、全員が同じ方向を向いているた
め、結束が崩れることは絶対にない
と自信を言えるチームです。佐商は
一度も優勝したことがないので、こ
のチームの持ち味のシュート 
力と脚力、元気 
で優勝し、歴史 
に名を残します。 
福島  李 籠球部 

昨年は、外部コーチの小島先生の
もと、２年ぶりにベスト８に進出す
ることができました。普段から「走
るバスケット」を目標として練習に
取り組んでいます。さらに次のステ
ップを目指して頑張りたい 
と思います。 

 
 
東江 駿平 排球部 

 「県大会優勝」を目標に練習に励
んでいます。私たちは入部してから
まだ優勝を経験したことがありま
せん。薄れてきてしまっている男子
バレーボールの伝統を戻すために
も、結果を出すことにこだわ 
り、日々の練習 
や学校生活を送 
っています。 
中原  捷 

誰一人欠けることなく、チーム全
体が一つの目標に向かい日々練習
に励んできました。総体の目標は男
女団体アベック優勝、個人全階級制
覇です。今まで関わってくださった
先生方や保護者の方に感謝し、 
気持ちを背負い 
優勝します。 
 
 古賀大士郎 

 
柔道部 

団体戦・個人戦と県高校総体で優
勝し、全国大会で勝てるよう練習に
励んでいます。また、昨年の先輩方
の想いも受け継ぎ、それぞれが力を
出し切り、最後の一打までプレーし
ます。活動の集大成となる 
ように、部員一丸 
となって頑張り 
ます。 
武藤ひまり 
 

庭球部 

 九州・全国大会出場を目標に日々
の練習に取り組んでいます。昨年は
高校総体が中止となり、思うような
結果が出せませんでした。今年は高
校総体が行われることに感謝して、
佐賀商業卓球部らしく明るく 
元気に、一つでも 
上を目指して頑 
張りたいです。 
末次 由依 卓球部 

パソコンの入力スピードや正確
な表作成技術を競い合っています。
速度の部と技能の部がある大会に
向けて、県大会では２つの部門での
団体優勝、九州大会や全国大会でも
上位入賞を目指して 
頑張ります。 
 
 
高山愛万音 OAI部 

顧問の先生方とともに、検定取得
を目標に日々勉強に励んでいます。
今は、大会団体優勝を目標に、３年
生一人一人が頑張っています。数少
ない大会、唯一開催される大会なの
で、悔いの残らないように 
みんなでベスト 
を尽くします。 

 
秋永 芹奈 簿記部 

部員 23 名で日々の練習に取り組
んでいます。コロナの影響で当たり
前に練習ができなくなったからこ
そ、競技ができる事に感謝して、バ
レーを楽しむことができています。
高校総体ではベスト４、さらに 
上を目指して 
全員バレーで 
戦います。 
矢ヶ部陽奈 
 

 

排球部 

展覧会に出品したり学校内外で
の書道パフォーマンスを行ったり
しています。毎年九州大会や全国大
会に出場し、上位入賞を目指して練
習を頑張っています。３年生にとっ
て最後となる席書大会では、 
今までで一番の 
作品を仕上げた 
いと思います。 
舘洞あすか 
 

書道部 

「聴いてくださる方に伝わる演奏
を」をモットーに、想いとは何か、
伝えるとは何かを考え、部員一同全
力で練習に取り組んでいます。現在
は、全日本吹奏楽コンクールでの金
賞受賞を目指し、全員で一体 
感のある佐商サ 
ウンドを作り上 
げます！ 
野田日奈子 
 

吹奏楽  

普通計算や応用計算の問題を計
測したり、読上算やフラッシュ暗算
などの練習をしたりしています。６
月の県大会で優勝し、７月の九州大
会・全国大会では入賞できるよう、
部員同士高め合いながら、全力 
で頑張っています。 

 
 
大塚 結衣 英会話 

 ＡＬＴの先生と、ゲームやクイ
ズ、洋画鑑賞を通して各国文化を学
んだり、ハロウィンやクリスマス等
のイベントで現地のお菓子を作っ
たり、楽しく活動しています。また、
スピーチコンテストを通して 
英語力、表現力を 
身に付け、自信 
につながります。 
北川 知沙 

九州・全国大会出場を目標に練習
に取り組んできました。コロナ禍で
満足に練習できない時もありまし
たが、関わってくださった先生方や
支えてくださった保護者の方への
感謝の気持ちを忘れず、最後 
の一球まで諦め 
ず戦い抜きます。 
 
大島 龍太 
 

庭球部

情処部 

１年次に表計算やプログラミン
グ基礎を学び、ＩＴパスポート試験
合格を目指します。２年次からはさ
らに上位の国家資格を目指す班、ド
ローン操作技術を学ぶ班、ｅスポー
ツ班に分かれ、それぞれの分野 
でスペシャリスト 
を目指します。 
 
松本 心咲 速記部 

３年生４名、２年生４名、１年生
６名で小出先生の御指導のもと、毎
日コツコツと練習に励んでいます。
春の選抜大会では準優勝という結
果だったので、夏の全国大会では優
勝を目指し、日々の練習に 
一生懸命に取り 
組んでいます。 
 
森  美優 

野球部、サッカー部、男子バレー部
の応援、パレードへの参加、ダンス
に取組んでいます。コロナ禍で、直
接試合会場で応援する機会がなく
なりましたが、今自分達にできる事
で選手の力になれるように 
精一杯頑張って 
いきたいと思い 
ます。 
山口 紀香 
 

部 

募金活動や学校周辺のごみ拾い、

献血への呼びかけ等を行っていま

す。コロナウイルスの影響で活動は

限られていますが、私たちの活動で

学校や地域へ少しでも貢献 

できればうれし 

い限りです。 

 

南里 咲良 

掃除の時間に音楽を流したり、入
学式や佐商祭などの際の放送機器
の準備を行ったりしています。今年
から兼部で入部した２年生３名と、
部員０名の時に放送係をしてくれ
た生徒会役員の皆さんと一緒 
に、地道に頑張っ 
ています。 
 
堤  咲菜 放送部 

勉強も、部活動も、全力投球！！ 

 
「応援されるチーム」を 
     目指しています！ 
 

３月の全国選抜大会で偉業を達成
した柔道部をはじめ、強豪ぞろい
の佐賀商業高校。今年度の活躍も
楽しみですね！！ 

【全国選抜大会】 


