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第53回卒業証書授与式 ３月１日（木）於：本校体育館   

三高から世界へ羽ばたけ！53回生！ 

 ３月１日に５３回生の卒業証書授与式が挙行されました。当日は発達した低気圧の接近によりあいにくの雨天となりました

が，そんな天気さえも吹き飛ばすような聡明さのある式となりました。また，スクリーンを用意して式の様子を映す企画も好

評でした。学習面と部活動の文武両道を体現した５３回生のさらなる飛躍を期待したいと思います。 

○３年１組 萩田泰晴さん（八乙女中出身）の答辞より 
 一生に一度しかない，かけがえのない三年間が今終ろうとしています。その三

年間を素晴らしい仲間たちと過ごせたことを幸せに感じるとともに，別れの訪れ

にとても寂しさを感じます。これから進んでいく道はそれぞれ違いますが，この

三年間は，一人ひとりの中で永遠に輝き続けることでしょう。 

 多くのことを教えてくださった先生方や先輩方，私たちについてきてくれた後

輩たち，私たちの高校生活を陰でいつも支え続けてくれた家族，そしてこの三年

間をともに過ごし，喜びも悲しみも分かち合ってきた５３回生の仲間たちに，心

からの感謝を伝えたいと思います。本当にありがとうございました。 

尚志会功績賞（５名） 相原  竜 伊藤 柚里 安齋 音哉 中野 龍太 佐藤瑠史亜 

尚志会功労賞（４５名）  阿部 隼生 村上 優花 川村 勇斗 中鉢 智子 金野  凌 

三浦 紗也 蜂谷 和輝 佐々木 傑 栃沢  凜 木村 優里 大本 美月 近藤 紀香 

高根澤 怜 佐藤 佑星 松浦 紘夢  支倉 弘登 伊藤 数真 赤間 勇哉 古屋 向陽 

一條由梨香 小保内悠貴 濵﨑 裕希 森  章吾 松田健太郎 小野 舞香 新井 政範 

村上 雄大 石橋  連 長谷川れみ 坂  麻皓 髙坂 友莉 赤平 亮太 千田 健太 

伊東 可恋 菅原 佳恋 青木 若菜 慶長 紗貴  栁澤 一輝 岡田 英実 萩田 泰晴 

進藤 光大 澤目 澪佳 山田 晴菜 玉手 柚衣 千葉 蒼太   

皆勤賞（４３名） 秋葉 颯大 万城目海人 椎名 美月 出口 晴貴 川村 勇斗 

菊地謙太郎 松浦 紘夢 上山 怜太 今野 陽一 瀬上 遥陽 長谷山聖恋 村田 翔太 

大久保渓登 佐々木球道 佐藤 隼人 須賀川快斗 濱谷  碧 吉川 尚汰 小野 舞香 

熊谷 咲生 加藤 渉磨 常世田逸生 早坂 海人 横地 澪大 木村 優里 菅原 亜実 

渡邉 美月 赤井  凜 中村 海晴 宗片慎太郎 岩手 春香 金  英蓮 中鉢 智子 

佐藤 祐也 千葉 翔希 仲田  哲 長谷川れみ 三上あやな 霜尾 颯汰 山下 拓海 

石川日奈子 慶長 紗貴 渡部菜野子     

尚志会第５３回生幹事   

１組：相原 竜・川渡綾音 ２組：岩渕 航・熱海南帆 ３組：佐藤駿太・玉川真帆 ４組：朝野恭生・小野舞香， 

５組：近藤智文・青木若菜 ６組：門馬直哉・金子明日香 ７組：栁沼裕也・長谷川れみ ８組：岩本拳多・濵﨑裕希 



高校入試後期選抜合格発表 
３月１４日（水）本校玄関前にて       

 ３月１４日の１５時に，高校入試後期選抜の合格発表があ

りました。今回は理数科の倍率が県内で最も高く，高倍率の

中での受験となりました。また，例年より女子の合格が多い

結果となりました。合格を勝ち取った受験生が，これからの

仙台三高をさらに前進させていくことが楽しみです。 

                                 ４月の予定  
 １日（日）～８日（日）：学年始休業 

 ９日（月）：始業式・入学式 

１０日（火）：校内模試（全学年） 

11日（水）：校内模試（３年），部登録（２・３年）， 

       生徒会入会式，部紹介，歌唱指導開始 

16日（月）：開校記念日 

１８日（水）：内科検診 

１９日（木）：１年歯科検診 

２０日（金）：部登録（１年）， 

       生徒会専門委員会 

２５日（水）：身体測定 

２８日（土）：ＰＴＡ総会（出校日） 

○合格者の声 一橋大学：栗田 旭さん（台原中出身） 
 僕は無事第一志望に合格することができましたが，それは

決して着実な道のりではありませんでした。合格に至るまで

にはさまざまな苦労があり，時には勉強に全くやる気が出な

い日もありました。しかし，

そんなときには大学に入って

から自分がどのような生活を

するのかを実際に想像するこ

とでやる気を高めていまし

た。最後になりますが，受験

は人生における通過点に過ぎ

ません。そのことを意識した

うえでぜひ勉強に取り組んで

ください。 担任とガッチリ握手 

５３回生大健闘！東北大に現役４０名合格！！ 

 京都大・一橋大も含め，国公立大合格者２０４名！    

 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終了し，３月２３日時点で現役の国公立大学合格者は２０４名とな

り，これまでの三高史上最高記録となりました。さらに防衛大や航空保安大などの省庁大学校や早稲田大・慶応大などの難関私

大にも合格者を出す成果をあげました。こうした５３回生の頑張りは，これからの三高生にも継承されていくことでしょう。 

○合格者の声 京都大学：佐々木傑さん（成田中出身） 
 このたび京都大学法学部を受験し，無事現役合格を果たす

ことができました。僕はサッカー部の部長として，１１月の

高校サッカー選手権予選まで部活動を続けていました。仙台

三高が掲げる「文武両道」を

実現することは容易なことで

はありませんが，自分の強い

意志で，自分自身の道を切り

開いて行ってください。加え

て，友人や学校の先生，そし

て何よりも家族への感謝の気

持ちを忘れずに，高校生活を

有意義なものにしてくださ

い。 担任に合格を報告 

国公立大現役合格者数 

北海道大 ４ 東京外語大 １ 

北海道教育大 ３ 東京学芸大 ２ 

弘前大 ２ 東京農工大 ３ 

秋田大 ２ 首都大東京 ４ 

岩手大 １５ 一橋大 １ 

岩手県立大 １ 電気通信大 １ 

山形大 ２７ 横浜国立大 １ 

東北大 ４０ 横浜市立大 ３ 

宮城教育大 １９ 都留文科大 １ 

宮城大 １１ 信州大 １ 

福島大 ２ 新潟大 ７ 

会津大 ２ 富山大 １ 

茨城大 ２ 金沢大 １ 

筑波大 ２ 静岡大 ４ 

宇都宮大 １０ 奈良女子大 ２ 

高崎経済大 ４ 京都大 １ 

千葉大 ８ 高知工科大 １ 

埼玉大 １４ 九州大 １ 

合計 ２０４名 

       

○入試結果について ３学年主任 川口 雅幸 
５３回生３学年だよりのタイトルは「豊カナ稔リ」でし

た。これは，仙台三高の建学の精神であり校歌に登場するフ

レーズです。今年度の入試結果では，チーム三高で乗り切り文

字通りの成果をだすことができました。大変うれしく思いま

す。部活動に励み結果を残し，学校行事を全力でやり抜き，受

験生への切り替えも見事でした。自習室を

早朝から埋め尽くし学習した姿は，後輩達

にも伝わったのではないかと思います。卒

業生の益々の活躍と，これからの三高生の

活躍を期待したいと思います。 

 ◆ご退職・ご転勤される教職員の方々 

 佐藤善則教頭（南郷高校長）  久道達紀事務部長（ご退職）  

 茂木 悟教頭（角田高教頭）  伊澤智行技師（仙台南高技師） 

 大場 仁主幹教諭（利府支援学校教頭）  

 山本幸毅教諭（宮城一高教諭） 佐々木孝志郎支援員（ご退職） 

 林 剛史教諭（塩釜高教諭）  柴藤昌幸講師（ご退職） 

 菅野淳一教諭（泉館山高教諭） 金山裕太郎講師（ご退職） 

 浅野目聖子教諭（白石高教諭） 高橋 涼講師（ご退職） 

 村岡正良教諭（教職員課主任主査） 菊田健斗講師（ご退職） 

 高崎美史代替養護教諭（仙台東高代替養護教諭） 


