
野 球 部

柔道部女子新体操部

男子ソフトテニス部は、9人という少ない中で活動し
ています。近い目標は、まず12月の県大会で優勝して
北信越インドアで2位以内に入って全国選抜に出場す

ることです。応援よろしくお願いします。

男子ソフトテニス部

柔道部男子

柔道部は２年生９人、１年生９人の計１８人で新チームとして
活動しています。地区大会と県大会では団体で男女とも入賞する
ことができました。個人戦では、良い結果の人もいましたが、思
うように行かない人もいました。それぞれ自分の課題が見つかっ
たと思うので、１月にある全国高等学校柔道選手権大会新潟県大
会では、課題を克服し、優勝目指して頑張っていきたいです。自
分はキャプテンとしてチームのために声を出し、引っ張っていけ
るように自覚を持った行動を心がけチーム力を高めていきます。

現在、新体操部は2年生2名、1年生6名、計8名で活動しています。
今年度は3年生がいなく2年生主体となってやってきました。最初から2

年生主体となってチームを引っ張ることは難しく、苦戦することも多くあ
りましたが、少しずつ進歩することができました。

11月7日に行われた秋季地区大会では、悔しい思いをしましたが、こ
の気持ちをバネに、前に進んでいきたいと思います。来年は新潟でイ
ンターハイが行われ、2年生にとっては最後のインターハイなので、そ
こで輝けるよう堂々と自分達らしい演技をし、インターハイ入賞を目指
して頑張っていきます。そのために1人1人の強い気持ちと、みんなを
引っ張っていく私がもっとチームのために、声がけややれることをして
いき、日頃の練習態度から「応援される選手」になれるよう心がけてい
きます。これからもチーム一丸となって頑張って生きます。

サッカー部男子

僕たち、サッカー部は新しいチームになって初めての
大会で2回戦敗退という結果でとても悔しい思いをしまし
た。昨年は、新型コロナウイルスの影響で夏の大会が中止
になるなど思うよう活動できませんでした。新チームには、
トップチームで試合に出ていた選手は少ないですが、来年
度の夏の県総体、冬の選手権で、目標である全国制覇をす
るために日々練習を頑張っています。

新チームの目標は「県制覇」です。今年のチームは周りを見て
指示を出せる選手がたくさんいます。野球部は自分達で練習を
考えるなど主体性を大切にしているので、自分達の長所である
機転が利くところを活かし、1回の練習や試合で加速度的に上手
くなれるよう高い意識を持っていきます。
今年の夏の甲子園は新型コロナウイルスの影響で中止となり3

年生は甲子園に行きたくてもいけない状況になってしまいまし
た。自分達には甲子園に行けるチャンスがあるので3年生の分ま
で全力で闘い県制覇をして初の甲子園出場を目指します。応援
よろしくお願いします。

2年2組
梨本 汰暉

２年２組
武藤 帆南

２年１組
田巻 奏登

２年１組
小川 稜太

２年１組
渡辺 龍摩

現在、2年生が8人、１年が８人、マネージャー２人で活動して

います。チームみんな仲が良く、試合でうまくいかないことは、
学年関係なく言い合えるチームです。
大会では、毎年３位で終わってしまい、その壁を突破できるよ

う基礎から日々練習に励み、１位に少しでも近づきたいです。そ
のためにチームを引っ張り、一丸となってこれから１年頑張りま

す。

サッカー部女子

２年１組
菅原 美緒

男子バドミントン部

今年のチームの目標は「全国大会ベスト8以上」です。先輩の
後を受け継いだ自分の代でさらに高みを目指し、男子バドミント
ン部としてよい伝統を作り上げます。1年生6人、2年生4人の軽
10人で活動し、個性が溢れ、苦しい時こそ楽しく練習を行って
います。ただ楽しさだけではなく、勝負になれば北越の看板を背
負っている責任を忘れることなく、最後まであきらめず、本気で
取り組んでいます。これからの県選抜、夏の県総体で上位を独占
し、全国の舞台で活躍できるよう日々の練習を大切にしていきま
す。

２年１組
森田 碧

２年１組
五十嵐 暉

女子バレーボール部男子バレーボール部

自分達は「春高出場」を目標に日々練習しています。3年生

が引退する前の県予選では、とても悔いの残る結果で終わっ
てしまい3年生に恩返しができませんでした。新チームは、平均

身長の大会チームです。その高さを活かして、高いブロック、
高い打点からのスパイク、高い打点からのジャンプサーブなど
を強化していきます。ブロックでチャンスを作り点数が取れる
チームにしていきたいです。応援よろしくお願いします。

２年１組
石崎 真

2年8組
渡辺 小由希

１年生は、コロナウイルスの影響で３年生の集大成の試合
を見ることができませんでした。その分、２年生が高校柔道の
厳しさを伝えていかなければいけないと思っています。
また自分２年生もこれからの試合１つ１つが最後となっていき
ます。１人１人が試合で自分の持つ２００％の力を出せるよう、
チーム一丸となって日々練習に励んでいきたいと思います。

私達、女子バレーボール部は部員数は少ないで
すが一生懸命さを強みとして日々頑張っています。
練習中の雰囲気や活気を作りながら、２年生中心
となってよりよいチーム作りを目指しています。
また、選手だけで練習を作り自立することも目標としてい

ます。お互い指摘し合いながら高め合える関係、日常生活
で当たり前がしっかりできるチームを作っていきます。

女子ソフトテニス部は、2年生6名、1年生5名、計11名で活動

しています。今年のチームは未熟な状態でのスタートで、ス
ローガンが決められませんでした。ですが、たくさんの失敗を重
ねても成長を信じて努力して立ち上がっていきたいという願い
を込めて、今年のスローガンは「信じて立ち上がれ」です。目標
は県10連覇、そして日本一！です昨年度はコロナウイルス感
染拡大により開催されなかった全国選抜、今年度の夏のIH、３

年生の思いを背負って日々練習に励んでいきます！

女子ソフトテニス部

２年２組
高橋 咲羽

女子バドミントン部は、現在１年生のみで活動を行っ
ています。秋季地区大会では、出場選手全員が１人１
勝以上の成績を残すことができました。しかし、これか
らに向け、明らかになった課題も多いです。そのため、
見つかった課題を春先の大会に向けて改善し、部内で
力を高め合うことで、ここだけでなく全体でのパワー
アップも目指していきます。団体での県大会出場を第
１目標に頑張ります。

女子バドミントン部

１年９組
柄沢 百美



頑張れ２年生！

北越をリードするみんな
を応援しよう！！

水泳部

女子バスケ部

アスリートクラス３年
小熊 丞

卓球部女子

弓道部 陸上競技部

陸上部は、圧倒的に人数が多いという部活ではありませんが、
１人１人が自分に見合った目標を持ち練習しています。今年は
新型コロナウイルスの影響で例年にない一年となりましたが、
開催していただいた大会を通し、各自が弱点や反省を見つけ出
すことができました。そのようなことをオフシーズンの練習に
ぶつけ、一回りも二回りも成長した姿で、来シーズン闘ってい
きたいと思います。今年を超える成績を残し、強い北越高校陸
上部を築き上げます。

私たち水泳部は、普段はそれぞれのスイミングスクールに
通って練習しています。今年は新型コロナの影響で夏の大会が
中止となったり、プールで練習できない期間もありました。秋
に行われた通信大会では、自粛中の各自のトレーニング成果を
発揮することができ、また新たな課題も見えてきました。来年
度に向けてこれまで以上に努力をして夏の大会で結果が残せる
ように日々の練習を大切にしていきたいと思います。

レスリング部

今年度の抱負は、昨年度なかった個人戦・団体戦の入
賞を一つでも増やすことです。昨年度はとても悔しい思い
をしました。その悔しさを嬉しさ、喜びに変えるために、
今後も、より一層精進していきたいと思います。また、今
年度は例年通りとは行かないので、より効率よく練習して
いきたいです。個々の目的や目標はあると思いますが、全
体が満足できる結果を出せるよう私は支えていきたいです。

今年のチームの目標は「県内三冠」です。地区大会・県大会・

花園予選で優勝できる力が今年のチームにはあるので、目標に向
かって毎日の練習に励みたいと思います。ラグビー部は1年生18人、
2年生19人、マネージャー3人の合計40人で活動しています。経験
者は10人だけで高校からラグビーを始めた人がほとんどです。そ

んな中、昨年は新潟工業と花園予選決勝で戦い、今年は開志国際
と準決勝で戦うなど、経験者相手に負けないほど強くなっていま
す。今年こそ花園に行くので応援よろしくお願いします！！

ラグビー部男子

2年2組
久保田 健斗

私のチームは、2年生4名、1年生4名計8名です。
目標は北信越出場という小さな目標ですが、毎日目
標に向かって練習に励んでいます。地区大会では、
惜しくも2位でした。とても悔しい思いをしました。
県大会では、ベスト8でした。次の大会に向けて日々
の練習を無駄にせず、1日1日大切にしていきたいと
思います。応援よろしくお願いします。

卓球部男子

2年9組
田中 秀吾

２年８組
岡村 渚冴

２年８組
小川 瞬輝

２年８組
金沢 芽依

2年1組
大場 大輝

2年6組
桑原 萌々子

卓球部女子は、現在２年生２名１年生３名の合計５名で活動

しています。私たち２年生が先頭に立った当初は１人１人の責任
感、チームとしてのまとまりの薄さといった問題に対し、毎日
「どうしたらいいんだろう」の連続でした。しかし、ミーティン
グを重ねる中で、お互いに信頼や絆が生まれ、本気でぶつかり合
うことができるようになりました。チーム力の向上や先輩方の協
力もあり、今回の地区や県大会の結果に繋げることができました。
「全国出場」の目標達成のために、支えてくださる周りの方々に
感謝をしながら日々努力していきます。

2年2組
横山 由葵

２年１組
田中 脩斗

私たちは、２年生３人、１年生１９人で日々練習に励んでいま
す。２年生が３人と少ない人数でとても不安でした。しかし、た
くさんの１年生が入ってくれました。1人ひとり個性豊かである
ため、毎日楽しくバスケットができています。辛いこともたくさ
んありますが、チームで乗り越えていきます。そして、普段から
仲間とコミュニケーションを取り、支えてくださっている方々へ
の感謝を忘れず、勝利のために粘り強く戦えるチームになれるよ
う努力し続けていきたいです。応援よろしくお願いします。

レスリング部は、選手男子４名、マネージャー２名の計６名で活動し
ています。代替えで行われた県大会では各階級で良い成績を残した
者、悔しい思いをした者がそれぞれいます。そういった思いを今後の部
活動での練習や他校との合同練習などでどう活かすかが大切だと思
います。今、自分が皆を引っ張っていく立場なので、チーム一丸となっ
て日々の練習に力を入れ１月の全国予選で各階級で１位通過し、３月
の全国大会で良い結果を残せるよう、一生懸命頑張っていきます。

男子バスケ部

今年のチーム目標は「全国出場」。この大きな目標を必ず実現
させるため、今までの先輩方が残してくれたものをしっかり受け
継ぎ、またそれを超えていかなければなりません。そのため自分
が先頭に立ち、強い意志を示していきたい。楽しむことも忘れず、
多くの努力を通しチーム全員で成長し続けたいと思います。そし
て最後に勝ちたいと思います。男子バスケットボール部の応援よ
ろしくお願いします。

2年11組
小柳 蓮

初めに、３年生の先輩方、今まで自分達を支えてくださり、あ
りがとうございました。

この度、新しく剣道部部長に任命されました小川瞬輝です。自分達
剣道部は１階アリーナに隣接する剣道場で、他の部活と助け合い日々
鍛錬に励んでいます。ニュース等で度々耳にしている方も多いと思いま
すが、新型コロナウイルス感染予防の観点から、本来の剣道の魅力で
ある身体接触や発声の規制が課せられ、苦しい状況が続いております。
ですが、剣道部一同心を燃やして頑張ります。応援よろしくお願いしま
す。

剣道部



English Club

合唱ボランティア同好会

私たち合唱ボランティア同好会は週２回活動しています。コロナウ
イルスの影響で現在はできませんが、保育園や介護老人施設を訪問さ
せていただき、合唱を披露させていただいています。この同好会では、
滅多にできない体験や人と関わることの楽しさを学ぶことができます。

現在、２年生は所属していませんが、３年生４人、１年生３人で活
動しています。少しでも興味、関心を持っていただけたら、私たちと
一緒に歌声を届けるボランティアで人を笑顔にさせてみませんか？い
つでも部員を募集しています。私達と一緒に活動しましょう！

吹奏楽部

美術部

進学クラス３年
藤島 早矢

自然科学部

自然科学部は総勢２８人で１２月に行われる研
究発表会に向け日々活動しています。僕は、自然
科学部を、より活発な部活にすべく１，２年生同
士の交流を今よりも深め、分け隔てなく、のびの
びと活動ができるよう部活を部員一丸となって
作っていけるよう取り組んで行きます。

文芸部

今年は大規模な文化祭も行うことができなかったけど、作品の

展示だけでもできてよかった。今年は5月から部長を務めているけ
ど、部誌を作る時期や、作り方などを1年生に教えたり、文化祭の
指示をして、展示期間までに終わらせることができた。これから
の活動は部誌の発行が主になると思うので、自分たちの作品がよ
り多くの人に見てもらえるように技術の向上と活動をもっと発信
していきたい。1年生と他の2年生の部員と協力しながら、文芸部
の部長として活動をより活発にできるようにしていきたい。

今年度部長を務めている渡辺星喜です。新しい環境になりうま

くいかないこともたくさんあると思いますが、今まで先輩方が作
り上げてきてくださったものを崩さず、さらにより良い方向へと
引っ張て行きたいです。2年生7人、１年生１１人の計１８人で毎

週水曜日と木曜日に英語を使った様々な活動をしています。笑顔
の絶えない楽しい部活です！

特進コース３年
杉田 結衣

私たちは現在、１年生４人２年生１０人の計１４人で活動しています。

今は、１月のイベントに向け練習に取り組んでいます。人数が少ない
ので大変なことも多いですが、部員全員で協力し、楽しく活動していま
す。来年の夏の大会に向け基礎力向上や部員１人１人の課題を解決
できるようにしたいと思っています。

部長として、まだ不慣れな部分が多いので、もっと部を上手くまとめ
られるよう頑張って生きたいと思います。

個性豊かな先輩たちが引退して４ヶ月ほどが経ち、その間、私

たち２年生は文化祭や地区展に向けての作品作成を行ってきまし
た。先輩たちの作品から、インスピレーションを得る機会がなく
なってしまったのは、残念でしたが、２年生２名が新潟市展に入
選、うち１名が賞を受賞することができました。また、１年生５
名が新たに加わって、普段の制作時間も賑やかになりました。先
輩のように私たち２年生も後輩にインスピレーションを与えられ
る存在になれるように活動していきたいと思います。

家庭部

新型コロナウイルスが流行し、調理が中止されていましたが、今は
徐々に再開されてきています。制作は、今までの手芸だけでなく、それ
ぞれが作りたいものを考え、制作することに決まりました。
また、今年度は１年生が２０名を超え、２年生も気を引き締めて部員
をまとめられるように日々頑張ってくれています。
部長として、部員をしっかりまとめられるように、感染予防にも気を配
り、部活が明るく楽しい雰囲気になるよう努力していこうと思います。

進学クラス３年
橋本 歩果

私たち茶道部は８人の新体制で活動を行ってい
ます。３年生が引退し、少人数になりましたが、
３年生から教わったことを日々の活動で意識し、
行動したいと思います。また、茶道を学ぶことを
通して、礼儀作法はもちろんのこと、思いやりの
心を養い、日常生活の中でも活かしていきたいで
す。

２年５組
中村 亜依

コンピュータ部

PC部は、月曜日と金曜日にCall教室で16時から
2時間程活動しており、P検（パソコン検定）の資
格を取るための勉強やタイピングの練習をしてい
ます。誰でも入部歓迎です。。

２年９組
矢岸 帆乃子

２年９組
小林 茉優

２年８組
笹井 環

２年８組
佐藤 光希

書道部

書道部は６名と少ない人数ですが、目標を持って皆
で協力し、楽しく活動しています。書道パフォーマンス
では、テーマを決めて話し合い見てくれる人が楽しめ
るように考えています。作品制作では、全員入賞と全
国大会出場を目標にお互いを高め合いながら取り組
んでいます。

常に私たちらしく「百筆繚乱」で１人１人が輝けるよ
う頑張ります。

2年3組
渡辺 竜太郎

国際ボランティア同好会は、今年度から同好会とし
て活動しています。主な活動はTFTランチを広める活
動をしています。また、新たにフェアトレードについて
の啓発活動にも取り組みたいと準備を始めています。
これからも前項の皆さんにもっと世界の現状を知って
もらえるような活動をしていきたいと思っています。

国際ボランティア同好会

茶道部

2年１０組
渡辺 星喜

２年６組
馬場 千遥

2年11組
渡辺 真子

引退した先輩は３年間真面目にコツコツとやるべ
きことを積み重ね着実に結果を残してこられまし
た。その背中を見てきた私たちは、その取り組み
姿勢を受け継ぎさらなる飛躍を目指したいと考え
ています。来年度は新入部員の勧誘に力を入れ部
を大きくしたいと思います。

写真部

１年９組
原田 岬 2年3組

田中 彩姫


