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祝 卒業！ ３１６名の旅立ちの時 
～第５１回 卒業証書授与式～      ３月１日（火）本校体育館にて 

 雪の舞う３月１日、本校体育館にて第５１回卒業証書授与式

が厳かに行われました。理数科７６名、普通科２４０名が三年

間の学業を修め、巣立っていきました。 

仙台三高だより 
team 

卒業証書 

クラス代表受領者 

1組 佐藤  光   

2組 柿崎 泰広 

3組 秋葉 景太 

4組 中鉢 智士 

5組 勝野 亮祐 

6組 小野寺花奈 

7組 伊藤 空翔 

8組 金須 晃平 

尚志会 

功績賞受賞者 

髙橋奈津子 

宮崎 古都 

皆勤賞受賞者  49名 

今江颯一朗 古村  翼 千田健太郎 樋口 叡人 吉川 洸樹 伊藤 竜也 菅野 太平 

和田 ゆい 臼渕 公瑛 大友 宣毅 小倉  励 佐竹 晃輔 髙橋 和也 千葉 俊哉 

千葉 寿晃 中村 優一 橋口 裕孝 原  魁星 遠藤 幹太 倉  祐嗣 小林 英史 

長嶋  陸 中村 朋暉 持田 和樹 佐藤 里帆 菅原 亜季 成田 佳織 菊地 雄大 

木村 百花 佐藤 雪音 片倉 健太 熊谷 大志 佐藤 風希 千葉 隼人 増田 和也 

内構 文菜 雫石 夏未 中野 友輔 平山 俊将 宮下 綜平 髙橋 奈央 二階堂清香 

金須 晃平 木下 隼希 齋藤 滉平 髙村 耕平 羽根田佑真 金野 朋恵 芳賀里佳子 

尚志会功労賞受賞者  46名 

細川  魁 大友 宣毅 樋口 叡人 高木 紫野 山本恵理加 佐々木麻乃 伊藤 岳晟 

安達 稜詠 中野紘史郎 種市 彩織 増田 和也 尾崎 滉太 佐藤 雅士 柿﨑 泰広 

髙橋  蓮 佐藤 雪音 千葉 隼人 佐藤 七瀬 片桐  良 小宮ひかる 木下 隼希 

伊藤 空翔 菅野 太平 岸 香菜子 菊地 雄大 佐藤 藍瑠 平山 俊将 齊藤  颯 

佐藤 利乃 松﨑 新汰 二階堂清香 菊池すみれ 三瓶  遥 水上 昂紀 鎌田 睦大 

田中さくら 菊池 真広 福田  圭 常松 愛加 堀川 貴広 佐藤 響子 岩渕  彩 

伊東 由貴 二階堂  蒼 松﨑  巧 遠藤 柚奈    

○在校生代表 杉野 聖 さん（２年・幸町中出身）の送辞より 

 仙台三高の名を背負って活躍されていた頃はもちろん、引退された

後も先輩方の存在の大きさを感じずにはいられませんでした。 

 先輩方からすると、心許ないかもしれないかもしれませんが、在校

生一同、仙台三高の更なる発展に尽くしてまいります。 

 どうか安心して、次の舞台へと進んでください。 

○卒業生代表 二階堂 蒼 さん（３年・将監中出身）の答辞より 

 仙台三高の男女共学から五年、初めて女子の応援団長が誕生したことは、共学が本当の意味で根付いてきたのだと感じた出来

事でした。大切なことは、男女の枠を超えて、三高生として三高生らしくいることだと矜持を新たにしました。現在の三高を象

徴する団長の演舞は、新たな五十年を歩み始

めた仙台三

高へのエー

ルのように

も思えまし

た。 



サクラ咲ク！ 過去最高 国公立大学合格者 ２０３名！！  

～医学部医学科 一橋大学 東北大学 名古屋大学など続々合格～  

○前期までの入試結果について 

          三学年主任 秋葉 行 先生 
 今年度、新課程完全移行の入試に５１回生は大健闘して

くれた。前期時点で国公立大学１５３名合格は過去最高の

成績である。その中でも特筆すべきは、医学部医学科（筑

波大学、滋賀医大）に２名、一橋大学に２名、東北大学に

２５名の合格を勝ち取ったことである。浪人して東大理Ⅰ

や北海道大学獣医学科などへ合格を果たした５０回生も含

めると、もはや努力次第で日本全国どの大学のどの学科に

も入れることを証明してくれている。 

 医学部現役合格を勝ち取った生徒はいずれも運動部であ

り、難関大学に合格を遂げた者の多くも、部活動や理数科

の研究を熱心に行った者たちだ。文武両道を体現してくれ

た先輩たちの姿を糧にして、５２、５３回生のさらなる飛

躍を期待している。 

 ３年間の集大成である、国公立大学２次試験の合格発表がすべて終了しました。３月２３日現在で，現役の国公立大学合格

者は２０３名、過去最高だった昨年の１８９名をさらに超える結果となりました。今年度は医学部医学科に２人、一橋大学に２

人など、私大を含め全国の有名難関校の合格を勝ち取っています。また、浪人生の中からも東京大学、北海道大学獣医学

部などの合格者を多数輩出しています。 

国公立大現役合格者数 

北海道教育大 1 山梨大 3 

小樽商科大 1 新潟大 6 

岩手大 25 富山大 1 

東北大 25 金沢大 1 

宮城教育大 12 静岡大 5 

秋田大 2 名古屋大 1 

山形大 25 滋賀医科大 1 

福島大 9 長崎大 1 

茨城大 1 琉球大 1 

筑波大 4 宮城大 16 

宇都宮大 17 秋田県立大 3 

群馬大 1 山形保健医療大 1 

埼玉大 11 会津大学 1 

千葉大 4 前橋工科大 2 

電気通信大 3 高崎経大 6 

東京学芸大 2 首都大学東京 3 

東京海洋大 2 横浜市立大 1 

東京農工大 2 大阪府立大学 1 

一橋大 2   

合計 203名 

     一橋大学に合格して  

小野寺 花奈 さん（南光台中出身） 
 高一の冬に一橋大学を目指すことを決めてからここ

まで、とても長い道のりでした。出題が特殊なことも

あり、受験勉強は楽なものではありませんでしたが、

今は諦めなくて良かったという気持ちで一杯です。ま

た、お忙しい中、丁寧な添削指導や相談にのってくだ

さった先生方には本当に感謝しても感謝しきれないで

す。春からは東京での生活が始まりますが、浮かれす

ぎず、気を引き締めて学問に励んでいきたいです。  

   筑波大学医学専門学群に合格して  

伊藤 竜也 君（沖野中出身） 
 ここまで来るのに本当に色々な事を経験し、影響を

受けて来た。部活をしながらであったが、課題研究を

やった。学会に出た。つくば研修に行った。科学の甲

子園に出た。山中伸弥さん・天野浩さんの講演を聴い

た。そして、医師の三高のOBの方の話を聞いた。特に

最後のOBの方の話にはとても強い影響を受けて、それ

まで選択肢になかった医学の道に進むまでになった。

医師を志してからは、家で遊ばないように放課後教室

に残って殆ど毎日勉強して真っ直ぐここまで来た。人

士は何があるかわからない。今振り返ってみると本当

にそう思う。これからもアンテナを高く張って興味の

幅を広げていきたい。 

○今年度の入試結果について 

           進路部長 斎藤 英明 先生 
 第51回生の大学入試結果が明らかになりつつあります（３月２４日現在）。

特に国公立大学の現役合格数の２０３名は記録更新です。個別に見ると，東北

大学については現役２５名，浪人６名と健闘しました。また東京大学に1名，

北海道大学２名，大阪大学1名，名古屋大学1名，医学部医学科2名など難関大

学にも果敢にチャレンジして合格を勝ち取っています。私立大学は，慶応大

学，早稲田大学など名門校に合格を決めています。目標を高く持ち，継続した

努力があれば，三高生は伸びる。次は君たち1，2年生の番です。必ずや目標を

達成しよう。さあ、先輩たちに続け！ 

       東京大学に合格して  

     遠藤 和真 君（50回生） 
 高三の頃に東大を目指し始め、一年の浪人を経て、

この春東京大学理科Ⅰ類に合格することができまし

た。とても行きたかっただけに本当に嬉しいです。三

高・予備校の先生方、支えてくれた仲間には感謝が尽

きません。僕から後輩の皆さんに伝えたいのは、早い

うちからちゃんと勉強すればどんな大学にも合格でき

る、ということです。ぜひ目標を高く持って頑張って

下さい！皆さんには期待しています。 


