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We are Christopher
Love Your Neighbor

Soccer, Tennis, Kendo, Shorinji-kempo

Volleyball, Basketball, Dance, Brass band

Broadcasting, Interact-s-rurida

Karuta, Track&field, Softball, Baseball, and more ... 











今年度は、1年生が最上級生。
インターハイ予選は高校生との初めての真剣勝負となった。

気迫と力強い打ち込みに圧倒されたけれど、
団体戦では県大会出場の一歩手前まで行けた。

集中力、駆け引き、積極性。日々の稽古で磨きをかける。
新人戦では、個人戦、団体戦ともに県大会出場を目指す。

1本取られても取り返すという強い気持ちを持って。

2歳から続けてきた
ダンス中心の高校生活、になるはずだった。
友だちに誘われて少林寺拳法部の見学をするまでは。
演武の美しさや迫力に圧倒されて、即入部。
ダンスで磨かれたリズム感を武器に稽古を重ねる。
入部2か月で出場した県大会団体戦で優勝。
そこには大きな声を出し、演武する新しい自分がいた。
きっとまだ知らない自分が、全国大会で待っている。

気迫あふれる先輩たちの聖隷祭オープニングステージ

まだ出会ったこ
とのない自分

隙を見せるな、
腕を見せろ

松尾 瑠夏
普通科　進学クラス１年　
清滝中学校出身

鈴木 薫
英数科　１年　
三方原中学校出身

袴田 寧々
普通科　進学クラス１年　
北浜中学校出身
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小学生でバレーを始めた時にはもう、
あこがれの聖隷でプレーすると決めていた。
他校から誘いを受けた時も、迷いはなかった。
本気で全国を目指すなら、ここしかないと信じていたから。
先輩たちは、拾ってつなぐバレーでインターハイ出場を決めた。
今は、本気で全国を目指すなら、ここしかないと確信している。
狙うは全国ベスト4だ。

中学時代は別々のチームで活躍していた3人が、
リベロ、セッター、センターとしてひとつのボールをつなぐ。
全力で練習した後は、
練習を振り返る日誌を欠かさず書く。
それぞれの課題を明確にして1日も早く克服するために。
チームのスローガンは笑顔、感謝、向上心。
聖隷らしい元気なチームができたとき、
県大会ベスト8が見えてくる。

インターハイ、国体、
春高ベスト４

大きな声×
笑顔で

全力プレー

砥綿 蓮
普通科　進学クラス１年　
磐田城山中学校出身

内田 結華
普通科　特進クラス１年　
湖西白須賀中学校出身

小嶋 紗和
普通科　特進クラス１年　
細江中学校出身

伊藤 明梨
普通科　進学クラス１年　
積志中学校出身　

７ 8
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身長155ｃｍ。
ポジションはチームの司令塔となるガード。
中学最後の大会では県大会に出場し、優秀選手賞にも選ばれた。
これまで、その小さな身体で、みんなの期待に応えてきた。
今度の目標は新人戦の県大会出場。
自分のパスやシュートでチームを引っ張り、勝ち上がりたいと語る。
その瞬間、小さいはずの身体が、とても大きく見えた。

長身の選手が
有利という常識

大竹 草太
普通科　特進クラス１年

湖東中学校出身

中学でバスケットボールの楽しさを知り、
高校でも続けたいと入部した2人は、同じ中学の友だち。
実はポジションがかぶるライバルでもある。
2年生が4人、新入生が6人という編成の新チームで、
レギュラーを勝ち取るために
シュート率の向上に取り組む毎日だ。
2人がお互いを高め合えれば、いつかきっと、
少数精鋭のチームと呼ばれる日が来る。

「人数が少ない」を
「少数精鋭」に

古橋 彩花 ｠ 
普通科　進学クラス１年　
湖東中学校出身

大谷 日菜子
普通科　
特進クラス１年　
湖東中学校出身
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