
 

●国公立大学
筑波大学
東京学芸大学
岐阜大学(3)
名古屋大学(3)
静岡大学(2)
防衛大学校(9)
　　　　　　　　   など

 ●私立大学
慶應義塾大(3)　国士舘大　芝浦工業大(2)　専修大(2)　玉川大
東海大(3)　東京理科大　東洋大(2)　日本大　法政大(3)　明治大
早稲田大　関東学院大(3)　北陸大　岐阜聖徳学園大(14)　中京大(3)
中部学院大(6)　中部大(5)　名古屋外国語大(4)　南山大(5)
名城大(23) 日本福祉大(5)　藤田医科大　京都産業大(2)　同志社大
立命館大(7)　関西外国語大(5) など

谷口　陽葉里　（３Ｇ：東山中出身：特Ｉクラス）

二村　光　　　（３Ｇ：萩原北中出身：特Ⅰクラス）

阪野　理達　　（３Ⅰ：愛知県竜海中出身：剣道部）

高原　崇陽 武田　晴彦　　（３Ｉ：日枝中出身：情報ビジネス部）櫻枝　かのん 上木　美和

池田　紗葵　　（３Ｇ：北稜中出身：特Ⅰクラス）

平澤　芽依　　（３Ｆ：古川中出身：特Ⅰクラス）

岐阜県知事賞受賞

令和３年度第３号
２ ０ ２ ２ 年 ３ 月 発 行
高 山 西 高 等 学 校

卒　業　生　答　辞 三　枝（さいぐさ）賞

　令和4年３月１日（火）、本校の卒業証書授与式が挙行されました。勉強や部活動に全力で取り組んだ３年間は、あっという間だったこ
とでしょう。卒業生がみな晴れやかな表情で、誇りをもって巣立って行くことを大変うれしく思います。最後のホームルームでは恩師や級
友と別れを惜しむ姿や感謝の気持ちを伝える姿がたくさん見られました。なお、卒業生１８５名のうち、３カ年皆勤者が９０名。そのうち
４名が１２カ年皆勤を達成しました。３年間本当によく頑張りました！卒業おめでとう！

私立中高連会長賞受賞 卒業証書授与総代

田口　慶

髙澤　千佳　　（３Ｊ：北稜中出身：特Ⅱクラス）

松本　大夏　　（３Ｊ：松倉中出身：特Ⅱクラス）

特　別　活　動　賞

特進Ⅰクラス ウィンドアンサンブル部 石本　湧大　　（３Ｈ：中山中出身：陸上部）

３年Ｊ組：日枝中出身 百武　美咲　　（３Ａ：可児郡向陽中出身：卓球部）

角竹　正多　　（３Ｊ：東山中出身：男子バスケ部）

平野　凌斗　　（３Ⅰ：東山中出身：ハンドボール部）

特進Ⅰクラス レスリング部

３年Ｇ組：東山中出身 ３年Ⅰ組：東山中出身 ３年Ｇ組：中山中出身

※合格件数

　今年度は２競技で全国高等学校選抜大会に出場します。団体戦では、男子剣道部、個人戦では、アーチェリー部の伊藤豪琉君が各地で熱戦を繰り広げます。男子剣道部
は３年連続出場になります。これまでの経験を活かしつつ、努力の成果を思う存分発揮してもらいたいと思います。また他の競技においても、「高山西」の名を全国に轟
かせてきてもらいたいと思います。頑張れ西高生！
　それでは、それぞれの部の代表の皆さんの意気込みをご覧ください。

伊藤　豪琉

アーチェリー部

柴田　隼吾

男子剣道部

　僕は3月末に開かれる全国選抜大会に出場します。しかし、予選でも
あった前の大会では新型コロナウイルスの影響で部活が出来なかったと
は言え、練習不足で自分の満足出来る結果だったとはとても言えませ
んでした。今日まで色んなことがある中練習をしてきましたが、このまま
だと上位には行けないと思います。
   大会当日勝ち上がるために、残り約1ヶ月は今までよりも1日の限られ
た時間をもっと有効に使い、練習に費やしたいと思っています。たくさん
打ち、フォームを整え、道具に不備が無いように日頃から意識して練習
していき、どんな時でもベストが出せるように体調管理にも気を付けたい
です。
また、優勝しない限りは"悔しい"という気持ちは必ず生まれます。でも"
後悔"だけは絶対にしたくないので当日は後悔のないように全力を出し
切りたいです。応援よろしくお願いします。

　僕たち男子剣道部は、３月末に愛知県春日井市で行われる全国選抜大会
に出場させて頂くことになりました。今年度の１１月に行われた県の新人大会で
は、相手に気持ちで負けてしまい、思い切った技が出せず、いつも通りのパ
フォーマンスが発揮できませんでした。ベスト８という非常に悔しい結果に終わ
りましたが、前川先生のご指導の下、厳しい稽古の中で全員で声を掛け合い
ながら乗り越えていきました。「全国制覇」という目標に向かってチーム一丸と
なり、日々の稽古に打ち込むことは、自分たちの自信になっていきました。
　選抜予選では、自分たちの稽古を信じ、チームで繋いで優勝を勝ち取ること
ができました。本当に嬉しかったです。昨年の先輩方は全国選抜ベスト８まで
勝ち上がりました。この大会を開催してくださる方々に感謝の気持ちを持って、
昨年以上の結果を勝ち取れるように全力で挑みたいと思います。応援宜しくお
願い致します。

第５７回卒業証書授与式

全国高等学校選抜大会へ向けて

今年度の新聞記事

主な四年制大学合格



☆レスリング部 ☆英語ディベート部
岐阜県高校総体 全国高校生英語ディベート大会　東海３県合同予選

男子個人フリー　５５ｋｇ級　圓山泰生 ２位 予選１試合目　　　高山西　２－０　川越（三重）

男子個人フリー　８０ｋｇ級　高原崇陽 １位 予選２試合目　　　高山西　２－０　長良

男子個人フリー　６０ｋｇ級　直井夢希 ３位 予選３試合目　　　高山西　２－０　大垣北

☆剣道部 男子個人グレコ　５５ｋｇ級　圓山泰生 ２位 準決勝　　　　　　高山西　３－０　千種（愛知）

岐阜県高校総体 男子個人グレコ　６０ｋｇ級　直井夢希 １位 決勝　　　　　　　高山西　１－４　東海（愛知） ２位（岐阜１位）

男子団体　１回戦　　高山西　シード 男子個人グレコ　８０ｋｇ級　高原崇陽 １位 全国高校生英語ディベート大会

　　　　　２回戦　　高山西　４－０　大垣商業 女子個人フリー　４７ｋｇ級　今井七彩 １位 予選１ラウンド　　高山西　２－０　香住ヶ丘（福岡）

　　　　　３回戦　　高山西　３－０　可児工業 東海高校総体 予選２ラウンド　　高山西　０－２　稲毛（千葉）

　　　　　準々決勝　高山西　３－１　県岐商　 男子個人フリー　８０ｋｇ級　高原崇陽 ２位 予選３ラウンド　　高山西　２－０　山形西（山形）　

　　　　　準決勝　　高山西　０－１　中京　 ３位 男子個人グレコ　６０ｋｇ級　直井夢希 ３位 予選４ラウンド　　高山西　１－１　川越女子（埼玉）

男子個人　　　　阪野　理達 優勝 全国高校総体 予選５ラウンド　　高山西　０－２　東海（愛知）

副会長 副会長 書　 記 書　 記 　　　　　　　　村上竜之輔 ３位 男子個人フリー　８０ｋｇ級　高原崇陽 ３位 予選６ラウンド　　高山西　２－０　洛南（京都） ２３位

第31回全国高等学校剣道選抜大会岐阜県予選会 東海新人選抜大会

男子団体　１回戦　　高山西　シード 男子個人フリー　６０ｋｇ級　直井夢希 ベスト８ ☆情報ビジネス部
　　　　　２回戦　　高山西　５－０　大垣養老 男子個人フリー　６５ｋｇ級　田近航 ベスト８ 全国パソコン技能競技大会

　　　　　３回戦　　高山西　４－０　岐阜東　 男子個人フリー１２５ｋｇ級　笹俣結睦 ベスト８ 団体の部 優勝
　　　　　準々決勝　高山西　２－０　郡上 個人の部　　杉山真衛 １位
　　　　　　準決勝　　　高山西　０－０　済美　（代表勝ち） 男子個人　　　　８０ｋｇ級　高原崇陽 優勝 　　　　　　小坂永太 ３位
　　　　　決勝　　　高山西　１－０　中京　 優勝 　　　　　　武田晴彦 ３位
岐阜県高校総体 ☆アーチェリー部
女子団体　１回戦　　高山西　シード

財政委員長 保健委員長 図書委員長 文化委員長 　　　　　２回戦　　高山西　３－０　岐阜北 男子個人　　　　　　　伊藤豪琉 ３位
　　　　　準々決勝　高山西　１－０　大垣東 男子個人　　　　　　　江間亮太 １３位
　　　　　準決勝　　高山西　１－０　郡上　 女子個人　　　　　　　鉞沙来奈 ５位
　　　　　決勝　　　高山西　３－１　中京　 優勝 女子個人　　　　　　　山田恵菜美 １０位
女子個人　　　　樋󠄀口恵淑 ２位 女子個人　　　　　　　熊﨑文音 １６位
東海高校総体 女子個人　　　　　　　上野日花 １７位
女子団体　予選リーグ　高山西　２ー０　名城大附 女子個人　　　　　　　名張茜音 １９位
　　　　　予選リーグ　高山西　３－０　白子

　　　　　予選リーグ　高山西　２－１　浜名 ☆陸上部
決勝トーナメント１回戦　高山西　１-１　星城（代表勝ち） 岐阜県高校総体

風紀委員長 環境美化委員
長

体育委員長 決勝トーナメント準決勝　高山西　３－０　磐田西 ３位 男子個人　　　　８００ｍ　　　　石本湧大 １位
全国高校総体 　　　　　　　　走幅跳　　　　　渡邊康平 ５位
女子団体　　予選リーグ　　高山西　３ー０　富山北部 　　　　　　　　やり投げ　　　　井之口正輝 ４位
　　　　　予選リーグ　高山西　１－３　明石 予選リーグ２位 女子個人　　　　砲丸投　　　　　寺田智実 ３位
女子個人　　　　樋󠄀口恵淑 ベスト８ 岐阜県新人大会

第31回全国高等学校剣道選抜大会岐阜県予選会 男子個人　　　　走幅跳　　　　　渡邊康平 ２位
女子団体　１回戦　高山西　シード 女子個人　　　　三段跳　　　　　桂木風歌 ３位
　　　　　２回戦　高山西　５－０　長良 　　　　　　　　総合 ３位
　　　　　３回戦　高山西　３－０　美濃加茂　 東海新人大会

　　　　　準決勝　　高山西　１－１　済美（本数負け）　 ３位 男子個人　　　　走幅跳　　　　　渡邊康平 １４位

女子個人　　　　走幅跳　　　　　桂木風歌 １８位

☆ハンドボール部 女子個人　　　　三段跳　　　　　桂木風歌 １７位

１回戦　　　高山西　２３－１２　岐山 ☆バドミントン部 　
２回戦　　　高山西　２５－１２　長良 岐阜県高校総体

準決勝　　　高山西　２４－１６　斐太 女子団体１回戦　高山西　３－０　鶯谷

決勝　　　　高山西　３２－３０　市立岐阜商 優勝 　　　　２回戦　高山西　３－０　大垣南

　　　　準決勝　高山西　１－３　県岐商

２回戦　　　高山西　２５－２６　愛知 ベスト８ 　　　　３位決　高山西　３－１　岐阜北 ３位

岐阜県新人大会

２回戦　　　高山西　３６－２６　北村山 女子団体１回戦　高山西　３－１　各務原西

３回戦　　　高山西　２３－２８　香川中央 ベスト１６ 　　　　２回戦　高山西　３－２　大垣西

　　　　準決勝　高山西　２－３　済美

１回戦　　　高山西　１４－１１　加納 　　　　３位決　高山西　３－０　岐阜北 ３位

２回戦　　　高山西　２１－１５　高山工業 東海新人大会

準決勝　　　高山西　２４－２３　斐太 女子団体１回戦　高山西　２－３　暁（三重２位）

　 決勝　　　　高山西　１４－２２　市立岐阜商 準優勝 　　　　順位決　高山西　３－２　伊東（静岡２位）

　　　　５位決　高山西　２－３　藤枝西（静岡３位）

☆バスケットボール部 第５５回岐阜県バドミントン選手権大会（複２部）

岐阜県高校総体（男子） 女子個人Ｗ　　長岡あんず・桂川茉子 優勝

１回戦　　　　高山西　１２７－５７　加茂 女子個人Ｗ　　今井希・西垣佳純 優勝

２回戦　　　　高山西　　８７－４２　岐阜工業

ブロック決勝　高山西　　８７－４２　岐阜総合 ☆ウィンドアンサンブル部
決勝リーグ　　高山西　　５８－８０　美濃加茂　 岐阜県吹奏楽コンクール

決勝リーグ　　高山西　　５２－８０　富田学園 大編成の部 金賞

決勝リーグ　　高山西　　８８－７２　岐阜農林 ３位 東海吹奏楽コンクール

東海高校総体（男子） 大編成の部 銅賞

１回戦　　　　高山西　　７０－６１　　安城学園 岐阜県アンサンブルコンテスト

２回戦　　　　高山西　　８７－８３　　飛龍 クラリネット四重奏 金賞

準決勝　　　　高山西　　６１－８２　　富田学園 サクソフォーン四重奏 金賞

３位決　　　　高山西　　７８－７１　浜松開誠館　　第３位 金管八重奏 金賞

岐阜県高校総体（女子） 打楽器五重奏 金賞

１回戦　　　　高山西　　５６－５２　　各務原西 岐阜県アンサンブルコンテスト

２回戦　　　　高山西　　６５－５５　　多治見西 サクソフォーン四重奏 銅賞

ブロック決勝　高山西　　３８－１２０　岐阜女子 中部日本個人重奏コンテスト　個人の部　県大会

５位決　　　　高山西　　４９－５７　　岐阜総合 ベスト８ 大庭彩華（ユーフォニアム） 金賞

中部日本個人重奏コンテスト　個人の部　県大会予選

１回戦　　　　高山西　１１２－３２　　郡上 大庭彩華（ユーフォニアム） 金賞

２回戦　　　　高山西　　８４－７１　　岐阜城北 大庭彩華（ユーフォニアム） 金賞

３回戦　　　　高山西　　６４－６７　　富田 ベスト１６ 上嶋来和（ファゴット） 金賞

髙木さくら（コントラバス） 銀賞

戸島瑠風（ユーフォニアム） 金賞

黒古千尋（ユーフォニアム） 銀賞

小池花怜（オーボエ） 銅賞

高校以上　パレードコンテスト部門 銀賞

陸上女子　円盤投　　　寺田智実　

４×１００ｍＲ　虎井瑞姫・大坪久莉・鈴木花菜・土井愛月

陸上男子　砲丸投げ　　吉村友秀　

陸上女子　８００ｍ　　久保花月　

陸上女子　走高跳　　　鈴木花菜　

陸上女子　走幅跳　　　虎井瑞姫　

陸上女子　砲丸投　　　寺田智実　

東海マーチングコンテスト　

◎飛騨地区高等学校総合体育大会

＜団体競技優勝＞

陸上女子

卓球女子

バドミントン女子

バドミントン男子

剣道女子

剣道男子

ハンドボール男子

バスケットボール女子

バスケットボール男子

＜個人競技優勝＞

剣道男子　　　宮川海流　

剣道女子　　　樋󠄀口恵淑　

陸上男子　８００ｍ　　石本湧大　

岐阜県高等学校バスケットボール選手権大会（女子）

第３７回全国グレコローマンすスタイルレスリング選手権大会

岐阜県高等学校秋季アーチェリー大会県全国選抜予選

岐阜県高校総体

第１８回堤杯岐阜県選手権大会

　今回初めて風紀委員長をやらせていただきます。春に
なると多くの生徒が自転車で学校に登校すると思いま
す。みんなが使う駐輪場をしっかりとルールを守って使っ
て貰えるように委員会をはじめとし、しっかりと点検・確認
をします。常時活動は大変だと思いますが、みんなが安
心して学校生活を送れるように頑張ります。また、学年に
よって異なる制服なので、それぞれの校則が違います
が、みんなが守れるようにまずは風紀委員がお手本とし
て取り組みます。よろしくお願いします。

　今回、環境美化委員長を務めさせていただくことになり
ました。去年はわからないことだらけだったので先輩方に
色々なことを教えていただくばかりでした。なので、今年は
日常生活や学校行事において、去年学んだことを活かし
ていきたいです。また、環境美化委員長として少しでも学
校の美化に貢献できるようにしたいです。
　コロナの影響でさまざまな活動が制限されますが、こう
いう状況だからこそみんなと協力し合って、西高校をより
良く、より楽しい学校にしていきたいです。よろしくお願いし
ます。

　今回、2回目の生徒会メンバーを務めさせていただくこ
とになりました。僕は、体育委員長として積極的に活動し
ていきたいです。最近は、コロナウイルスの影響で、体育
が出来なくなり、あまり活動できていませんが、体育の授
業が再開された時には、みんなが安心、安全に運動を
楽しめるように怪我の防止や、コロナ対策の徹底に努め
ていきたいです。
また、生徒会の一員としても精一杯頑張ります。宜しくお
願いします。

東海高校総体

全国高校総体

今回、初めて生徒会メンバーを務めさせていただく事に
なりました。僕は、中学の時に1度生徒会を経験している
のでその経験を活かして、生徒会の役に立てるように積
極的に動いていきます。今期もコロナとの闘いになると思
います。なので、この辛い時期を楽しく明るく前向きに乗り
越えていけるように学校をサポートしていきます。
  逆境を力に変えていける。そんな学校を作っていけるよ
うに一生懸命取り組んでいきます。よろしくお願いします。

　
保健委員会は新型コロナウイルス感染対策で重要な役
割を担っています。日々の常時活動として石鹸、消毒の
補充を行ったり、クラス内の欠席確認などを行っていま
す。私は今回再び生徒会に加えさせていただきます。も
う一度、西高祭などといった学校行事を今できる最高の
形で行い、成功させていきたいです。また、行事だけでな
く、日常生活も自分たちを作る大切な要素だと思うので、
生徒会メンバーの一員として自覚と責任を持ち、全校生
徒がよりよい生活を過ごせるように精一杯頑張っていき
ます。宜しくお願い致します。

　私は今回初めて生徒会のメンバーに加えていただきま
した。高校では初めてと言うこともあり、分からないことが
数多くあります。しかし少しでも生徒会の力になれるように
努めて参ります。
　私は多くの西高校生徒達に本を好きになってもらいた
いと考えています。おすすめの本を紹介し、少しでも本に
興味をもって頂いたら幸いです。また図書委員会でも新
型コロナウィルスの感染対策を徹底し、本の読みやすい
環境づくりをしていきます。精一杯努めさせて頂きます。
宜しくお願い致します。

今回、前期文化委員長を務めさせていただく事になりま
した。中学での経験や昨年度の経験を生かして、新しい
生徒会を支えていきます。これまではコロナの影響を受
け、対面での行事らしい行事はなかなか出来ませんでし
たし、これからもなんとも言えませんが、皆さんの学校生
活が少しでも楽しいものになるよう工夫した企画を考えて
いこうと思います。しかし私たち生徒会がどれだけ頑張っ
ても、最終的に学校を作っているのは全校生徒です。全
員で協力して良い学校を作って行きましょう。精一杯頑
張りますので宜しくお願いします。

松岡　瞳歩　（２Ｇ） 石澤　佳大　（１Ｇ） 青木　聖綾　（１G）

　コロナウイルスの影響によって、多くの活動を制限され
ている中で、たくさんの生徒が悔しい思いや納得できない
という思いを持っていると思います。みなさんと同じよう
に、我々執行部も同じ思いをしていて、この窮屈な状態
で何かみなさんが楽しめるようなことができないかと試行
錯誤しています。
　大きなイベントであったり、全校生徒が集まって何かを
するということは難しいかもしれませんが、みなさんがワク
ワクした毎日が送れるよう、今後も執行部として精一杯
頑張ります。よろしくお願いします。

 今回も引き続き、生徒会執行部のメンバーを務めさせ
ていただきます。昨年度は新型コロナウィルス感染症の
脅威の中、感染対策に留意しながらも、過去とは違う新
しい形での西高祭や体育祭を何とか実施することができ
ました。今年度は高山市でも感染者が増え、実施できる
かどうかは分かりませんが、感染対策を徹底しながら、で
きる限り、他のメンバーと協力して学校行事を盛り上げる
ように努めます。今期が最後の任期なので最後まで責任
を持って「副会長」の任務を果たせるよう精一杯努めて
いきますので今期もよろしくお願いします。

私は昨年度に引き続き生徒会役員をやらせていただき
ます。今期は書記という仕事の中で、割り当てられた仕
事をしっかりこなし生徒会の一員としてみんなをサポート
していきたいと思います。
　昨年はコロナの影響もあり例年通りとは行きませんでし
たが行事活動を行うことができました。そのような行事の
中でまだまだ改善できることがあったと思います。今年も
行事活動が行えるよう私たちも探り探りになると思います
が改善し精一杯全力で頑張りますのでご協力よろしくお
願い致します。

　今回、初めて生徒会メンバーとして活動させていただき
ます。私はこの一年、オンライン文化祭や体育祭などを
通して、西高生には、どんな状況でも「今」を楽しむことが
できるという良さがあると感じました。その良さを活かし、
自分なりの柔軟な発想を持って更に西高校を盛り上げて
いけたらと思います。今年度もまだまだコロナウイルスの
影響はありますが、できることに目を向けて、前向きに活
動していきますので、ご協力よろしくお願い致します。

田口　舜悟　（１K） 板屋　颯汰　（２Ｇ） 高野　孔明　（１F） 種蔵　信太朗　（１Ｇ）

　★★★　築き上げられた基礎を大切に　★★★
生徒会長　　原田　晋太郎　（２Ｇ）

　僕は生徒会長選挙のときに話したように、全生徒でこの西高校を作り上げていこうと考えています。一昨
年に発見された新型コロナウイルスが現在も世間では流行しており、色々なことが制限されてしまっている
今、生徒会では思うように動くことが出来ていません。しかし、今期には西高祭などがあります。この西高祭
やその他の行事を盛り上げていくためには、このような状況だからこそ皆で協力していく必要があると考え
ています。そのために、意見箱の作成などの工夫をして多くの生徒の意見に耳を傾け、その様々な意見を
生徒会の活動に反映させることで西高校全体が一丸となれるような活動をしていこうと考えています。
　不便な生活を強いられ、皆さん一人ひとりがこの生活に思うところがあるかと思います。少しでもこの高校
生活を充実したものにしていけるために、前期生徒会にご協力をよろしくお願いします。

野尻　晃成　（２Ｊ） 狭間　頼吾　（２F） 熊崎　文音　（２J） 垣内　陽香理　（１K）

部活動の写真

令和４年度
前期生徒会執行

部活動の記

令和３年度の好成績

今年度もコロナウイルスの影響で活動

時間や場所が制限される中、数多くの

部活動が好成績を収めてくれました。お

めでとうございます！それ以外の部も、

日々一生懸命に練習に励み、大きく成

長した年になりました。


