
令和 3年度 部活動報告 

弓道部 

令和 3年 10月 9日 

福岡県高等学校弓道競技 新人大会 南部ブロック予選会 

女子個人 2年 志原 幸花 8射 4中  県大会出場 

  

ソフトボール部 

令和 3年 10月 23日～10月 31日 

第 40回 全国高等学校女子選抜福岡大会 

北九州市立高校 3-1 南筑高校 第 3位 

令和 3年 7月 17日～7月 23日 

第 41回福岡県公立高等学校ソフトボール大会 

北九州市立高校 5-6 南筑高校 優勝 九州大会出場 

令和 3年 5月 16日・22日・29日・30日 

令和 3年度福岡県高等学校ソフトボール選手権大会 

(全国高校総体兼全九州ソフトボール大会県予選) 

 

南筑高校 7-8 北九州市立高校 第 3位 



令和 3年 4月 24日・25日 

第 55回全九州高等学校女子春季ソフトボール福岡県大会 

南筑高校 5-9 福岡大学附属若葉高校 第 3位 

  

ソフトテニス部（女子） 

令和 3年 10月 9日～10月 10日 

令和３年度福岡県高等学校ソフトテニス新人大会南部ブロック予選 

女子個人戦 1年 松藤 杏華 緒方 希夏 ベスト 16  県大会出場 

 

ソフトテニス部(男子) 

令和 3年 5月 29日・30日 

福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会 

兼 全国高等学校総合体育大会 ソフトテニス競技大会 福岡県予選 

全九州高等学校体育大会 ソフトテニス競技大会 福岡県予選 

 

個人戦 3年 浜岡 渉   第 4位 九州大会出場 全国大会出場 

      3年 佐藤 静流  第 4位 九州大会出場 全国大会出場



 

↑九州大会出場の様子です。 

 インターハイ「輝け君の汗と涙 北信越総体 2021」に出場し、南筑高校は 

上宮高校（大阪府）と対戦しました。上宮 4-3南筑（浜岡・佐藤）惜しくも敗退とのことでしたが、

南筑高校代表としてのインターハイ出場、お疲れ様でした。 
 

令和 3年 5月 1日～5月 4日 

福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権大会南部ブロック予選会  

兼 全国高等学校総合体育大会南部ブロック予選会 兼 全九州高等学校体育大会 

 

個人戦 3年 浜岡 渉    ベスト 4  県大会出場 

      3年 佐藤 静流   ベスト 4  県大会出場 

      3年 足達 佳叶   ベスト 16  県大会出場 

      3年 天願 真成翔 ベスト 16  県大会出場 

団体戦 第 5位 県大会出場 

柔道部 



令和 4年 1月 29日（土）～1月 30日（日） 

福岡県高等学校柔道選手権大会 

女子団体戦    第 3位 

 中松 真奏 

 瀬戸上 カンナ 

 吉田 夢菜 

 安藤 さくら 

 田中 彩乃

 

令和 4年 1月 15日（土）～1月 16日（日） 

福岡県高等学校柔道選手権大会南部ブロック予選会 

男子団体戦    第 3位    県大会出場 

女子団体戦    第 2位    県大会出場 

男子個人 73㎏級  橋本 卓尭   第５位  県大会出場 

女子個人 48㎏級  松川 真緒   第２位  県大会出場 

女子個人 48㎏級  大澤 琉叶   第４位  県大会出場 

女子個人 52㎏級  中松 真奏   第３位  県大会出場 

女子個人 57㎏級  瀬戸上 カンナ 優勝   県大会出場 

女子個人 57㎏級  吉谷 花羽栖  第４位  県大会出場 

女子個人 63㎏級  安藤 さくら  第２位  県大会出場 

女子個人無差別級  吉田 夢菜   第３位  県大会出場 



女子個人無差別級  田中 彩乃   第４位  県大会出場  

令和 3年 11月 18日（木）～11月 19日（金） 

第 25回九州高等学校新人柔道大会 

女子団体戦     第 5位 

中堅 中松 真奏 

先鋒 吉田 夢菜 

中堅 安藤 さくら 

大将 田中 彩乃 

 

令和 3年 10月 30日（土）～10月 31日（日） 

福岡県高等学校柔道新人大会 

男子団体戦     ベスト 8 

女子団体戦     第 3位     九州大会出場 

男子個人 90kg級   柳 侑冶    ベスト 16 

女子個人 63kg級   安藤 さくら  第 4位 

女子個人 78kg級   田中 彩乃   第 4位 

女子個人 78kg超級  吉田 夢菜   第 3位



 

令和 3年 10月 16日～10月 17日 

福岡県高等学校柔道新人大会南部ブロック予選会 

男子団体戦    第３位  県大会出場 

女子団体戦    第２位  県大会出場 

男子個人 90㎏級  柳 侑冶     第５位  県大会出場 

男子個人 100㎏級  本村 鷹飛    第６位  県大会出場 

女子個人 48㎏級  松川 真緒    第２位  県大会出場 

女子個人 48㎏級  大澤 琉叶    第３位  県大会出場 

女子個人 48㎏級  松藤 未来    第４位  - 

女子個人 57㎏級  瀬戸上 カンナ  優勝   県大会出場 

女子個人 57㎏級  吉谷 花羽栖   第４位  - 

女子個人 63㎏級  安藤 さくら   第２位  県大会出場 

女子個人 70㎏級  藤田 亜弓    第２位  県大会出場 

個人 70㎏級    山口 唯 女子    第４位  県大会出場 

女子個人 78㎏級  田中 彩乃    第２位  県大会出場 

女子個人 78㎏超級 吉田 夢菜    優勝   県大会出場  

令和 3年 7月 23日 

福岡県高等学校選抜柔道大会（九州地区） 

女子団体戦 優勝 

      3年 須田 菜月 

      3年 髙崎 真鈴 

      3年 德永 ひな 

      2年 吉田 夢菜 

      2年 中松 真奏 



      2年 山口 唯 

      2年 瀬戸上 カンナ 

      1年 田中 彩乃

 

令和 3年 5月 15日～5月 16日 

福岡県高等学校総合体育大会南部ブロック予選会 

 

男子団体戦 第 3位  県大会出場 

女子団体戦 優勝    県大会出場 

 

 

 

個人戦 



男子個人 66㎏級   安藤 壮琉    第３位 県大会出場 

男子個人 73㎏級   深谷 宗大    第４位 県大会出場 

男子個人 100㎏超級  名嶋 翔吾    第６位 県大会出場 

女子個人 52㎏級   須田 菜月    優勝  県大会出場 

女子個人 57㎏級   中松 真奏    第２位 県大会出場 

女子個人 57㎏級   内野 京咲    第３位 県大会出場 

女子個人 57㎏級   瀬戸上 カンナ  第４位 県大会出場 

女子個人 63㎏級   髙崎 真鈴    第３位 県大会出場 

女子個人 70㎏級   德永 ひな    第２位 県大会出場 

女子個人 70㎏級   藤田 亜弓    第３位 県大会出場 

女子個人 78㎏級   藤井 菜々子   第４位 県大会出場 

女子個人 78㎏級   山口 唯     第５位 県大会出場 

女子個人 78㎏級   田中 沙和    第６位 県大会出場 

女子個人 78㎏超級  吉田 夢菜    優勝  県大会出場 

女子個人 78㎏超級  田中 彩乃    第２位 県大会出場 

  

剣道部 

令和 3年 11月 13日～11月 14日 

令和 3年度福岡県高等学校剣道新人大会南部ブロック予選会 

男子団体戦 第 4位  県大会出場 

  2年 森田 汐美，廣畑 亮海 

  1年 工藤 大雅，須山 香輝，樋口 希里人 

      新田 悠貴，塩谷 映太郎 

 

女子団体戦 ベスト 8 県大会出場 

  2年 高野 桃子，宮原 文那 

  1年 中野 心海，平賀 心，栁瀬 未羽，武末 蓮尼  

個人戦：令和 3年 4月 29日 団体戦：令和 3年 5月 15日～5月 16日 

令和３年度福岡県高等学校剣道大会南部ブロック予選会 

女子個人戦 3年 北島 成実  第 4位   県大会出場 

      3年 椎屋 星流  ベスト 8  県大会出場 

 

男子団体戦 第 3位  県大会出場 

女子団体戦 ベスト 8 県大会出場 

 

書道部 



令和 4年 2月 

第 26回全日本高等学校書道コンクール 

左繍序 準大賞（第 2位） 3年 筬島 舞 

孫秋生造像記 全日本高等学校書道教育研究会賞 2年 阿部 ななみ 

祭姪文稿   全日本高等学校書道教育研究会賞 2年 阿部 ななみ

 

 

 

 

 

 

 
 

令和 3年 12月 

第 5回全九州高等学校総合文化祭 長崎大会 

file:///C:/Users/t110/Desktop/20220418/img/img22syodou.pdf


九州高等学校文化連盟賞  1年 内藤 心晴

 

令和 3年 10月 公益財団法人 日本書道教育学会 主催 第 71回全日本学生書道展 

旺文社賞   1年 内藤 心晴 

令和 3年 10月 令和 3年度 第 36回 福岡県高等学校総合文化祭 書道部門 福岡県大会 

特選 1年 内藤 心晴   九州大会出場 

秀作 2年 阿部 ななみ

 
 

令和 3年 6月 

第 43回 ふれあい書道展 

筆都大賞 3年 山口 絢椰 



筆都大賞 2年 阿部 ななみ 

令和 3年 6月 

第 49回 高良山書道展 

久留米市長賞 3年 山口 絢椰

 
 

  

演劇部 

令和 3年 11月 27日（金）・11月 28日（日） 

file:///C:/Users/t110/Desktop/20220418/img/20210722kourasansyodouten.pdf


令和 3年度 高文連演劇部門福岡県大会 

オセ、オセ、オウセ～お兄ちゃん、きっと恐竜生まれるよ～  優秀賞 第 1席

 

令和 3年 10月 29日（金）～10月 31日（日） 

令和３年度 高文連演劇部門筑後地区大会 

オセ、オセ、オウセ～お兄ちゃん、きっと恐竜生まれるよ～  最優秀賞  県大会出場 

 

 

軽音楽部 



令和 3年 11月 26日 

第 1回 全国高校 軽音楽部大会「We are Sneaker Ages」 

九州地区 動画地区グランプリ大会 

優勝  全国大会出場 

 

↓表彰式・壮行会の様子

 

卓球(学外活動) 

令和 3年 11月 20日 

令和３年度福岡県高等学校卓球新人大会 

兼 第５５回全九州高等学校卓球新人選手権大会福岡県予選 

女子シングルス 2年 足立 優空  ベスト 16 

令和 3年 10月 23日 

令和３年度福岡県高等学校卓球新人大会南部ブロック予選 

女子シングルス 2年 足立 優空  第 2位  県大会出場 

 

 

令和 3年 4月 29日 

令和３年度福岡県高等学校総合体育大会卓球選手権大会南部ブロック予選会 



女子シングルス 2年 足立 優空  第 3位  県大会出場 

美術科（教科） 

久留米ユネスコ設立４０周年記念ファイルデザイン 

特選 3年  名嶋 翔吾 

      堀江 玲来 

※2人の作品によりクリアファイルが完成し、久留米ユネスコの活動にて配布されています。 

令和３年度福岡県高等学校保健会 筑後支部 ポスター募集 

CGポスター部門 

優秀賞 3年 原口 涼    県大会出場 

        江﨑 妃夏梨  県大会出場 

        堀江 玲来   県大会出場 

 

※新型コロナウイルス感染予防防止の観点から表彰式は中止となりました。 

 

ダンス部 

第 15回 日本高校ダンス部選手権 新人戦 九州・沖縄大会 スモール部門 

第３位 髙田葉月、墨川綾音、瀧川由依、渡邉菜緒 

第 5回 九州学生ダンス選手権 夏の公式大会 

優勝 

稲益るな、牛嶋恵菜、倉富彩夜花、古賀咲里奈、島朱澄、田川真生、辻村優菜、 

土肥星奈、鳥飼琴葉、中垣愛梨、能塚真央、村田実優 

髙田葉月、瀧川由依、渡邉菜緒 

 


