Q1
A

Q2

本校の寮はクラブの各寮となっており、原則その
部に在籍することが条件です。また寮には定員枠
がありますので詳細は各クラブ顧問に相談してくだ
さい。

CLUB GUIDE

※スーパー特進アスリートコースの生徒は、0 限
授業（7：30 ～）がありますので、そちらに出席
します。

A

A

部活動と勉強の両立はできますか？

確かに慣れるまで大変ですが、先生たちが全力で
サポートします！
文武両道をめざし、達成する喜びを味わうことは
将来に必ず繋がります。

Q6

7つの寮があるそうですが、
希望すれば入れますか？

朝練はありますか？

各クラブ、朝清掃などを行っています。
A （部活動体験時に確認してみてください）

Q4

部活動が盛んですが、
県外の人ばかりですか？

県外の生徒も在籍しておりますが、地元の生徒も
たくさんいます。人間形成を目的とした本校の部
活動は、強化クラブにもたくさんの地元出身者が
在籍しております。

Q5
A

強化クラブ
（13部）
は、
どのコース
（4コース）
からでも入部できますか？

スーパー特進難関受験コース以外のすべてのコー
スから入部できます。
※スーパー特進難関受験コースの生徒も強化クラ
ブ以外の部には入部可能です。

Q3
A

Q&A

スポーツ奨学生ってあるんですか？

はい。ございます。
まずはオープンスクールなどでの「部活動体験」
にご参加ください。
（詳細は WEB で）

「チーム TOKAI FUKUOKA」は、一人の生徒に関わる全ての人がチームの一員です。
一生に一度しかない高校生活を、悔いのない充実した 3 年間にするために、
私たちは全力でサポートすることを約束します。

入 試イベ ント日 程

オープンスクール

〈中学生と保護者対象〉

入試対策説明会

〈中学生と保護者対象〉

授業やクラブ活動など、東海大福岡の日常を
体験していただけます。お気軽にご参加くだ
さい。詳しくはWebへ！

本校の教員からの直前アドバイス。
入試説明会終了後、個別に相談可能です。

8 月 31 日（土）10:00 開催
10 月 12 日（土）10:00 開催
11 月 16 日（土）10:00 開催

12 月 14 日（土）10:00 開催
イベント全日程において、赤間駅より本校のスクール
バスで送迎します。

https://www.fukuoka.tokai.ed.jp/
〒811-4193 福岡県宗像市田久1丁目9番2号

TEL：0940-32-3311 ／ FAX：0940-33-7466

東海大福岡

※お問い合わせ・ご質問は、WEB サイトからお気軽にどうぞ。

検索

詳しくは

WEB へ!

2019 東海大福岡 部活動紹介

FACILITY

DORMITORY

施設紹介

寮・合宿所

県内屈指の充実した施設を完備。すべての部が学校敷地内にある本格的施設で部活動を行います。

タイガーフィールドスタジアム

松前記念体育館全景

松前記念体育館２Ｆアリーナ

音楽室（吹奏楽室）

コモンホール２Ｆアリーナ

夢追館（剣道）

卓球場

テニスコート（3 面）

トレーニングルーム（松前記念体育館 1F）

サッカー部

ラグビー部

男子駅伝部
（陸上競技部）

女子駅伝部

中野 晴空 さん

進学Ⅱ類コース
（須恵中学校出身）

剣道部

福田 光志朗 さん

進学Ⅰ類コース
（土井首中学校出身）

鈴木 星那 さん

進学Ⅰ類コース
（上山中学校出身）

大神 仁汰 さん

進学Ⅱ類コース
（日佐中学校出身）

バドミントン部（男子） バドミントン部（女子） 女子バスケットボール部

塩川 啓太 さん

進学Ⅱ類コース
（宮若東中学校出身）

女子サッカー部

明日山 理子 さん

進学Ⅰ類コース
（糟屋東中学校出身）

女子バレーボール部

指原 明里 さん

進学Ⅰ類コース
（古賀中学校出身）

チアリーディング部

山本 洋汰 さん

進学Ⅱ類コース
（古賀北中学校出身）

吹奏楽部

中村 涼音 さん

進学Ⅰ類コース
（岡垣中学校出身）

神森 祐里 さん

進学Ⅱ類コース
（折尾中学校出身）

井上 麗叶 さん

進学Ⅱ類コース
（椎田中学校出身）

男子バスケットボール部 ソフトテニス部（男子） ソフトテニス部（女子）

山本 夏莉 さん

進学Ⅱ類コース
（古賀中学校出身）

総合部（新体操）

女子サッカー部寮

ラグビー・サッカーグラウンド

野球部

堅忍寮（ラグビー）

剣道場

勝虎寮（サッカー）

柔道場

柔道部

体育望星寮（野球）

野球場

ユニフォーム紹介

原則強化クラブ生に限ります。

望星研修寮（柔道）

校外の施設利用を考えると年間で数百時間の時間節約ができます。

UNIFORMS

各クラブに所属する次代を担う 1 年生（ルーキー）たちが、
東海大福岡のユニフォームを紹介します。

女子バスケットボール寮

佐潟 心 さん

進学Ⅱ類コース
（水巻中学校出身）

田口 夏羽 さん

進学Ⅰ類コース
（岡垣中学校出身）

木藤 晴斗 さん

進学Ⅱ類コース
（古賀北中学校出身）

小島 裕一郎 さん

進学Ⅱ類コース
（城山中学校出身）

下田 万葵 さん

難関受験コース
（岡垣東中学校出身）

吉本 琴美 さん

難関受験コース
（宮若東中学校出身）

人間形成を目的とし、技術だけではない充実した3年間をお約束します！
鍛えるのは技術と体、
そして心。達成する喜びを仲間とともに実感。

『チーム東海大福岡』
は、全員が
「仲間」
であり、
全員が
「ライバル」
である
部活に、勉強に、お互いに切磋琢磨することで相手を尊重し、思いやる心が生まれます。

部活動の活性化を進めるために、指導者の充実にも力を注いでいます。
現役時代に輝かしい実績を持った指導者が東海大福岡にはたくさんいます。
技術指導だけではなく、
そのメンタリティーを体験し、
１つ上のステージをめざしましょう。

強化部

男子駅伝部

指導者もレベルアップ

強化部

ラグビーフットボール部

東海大福岡の強化クラブは全部で13部！

Poseidons 堅忍果決
【創部】2012 年
【実績】2016 年度 福岡県高等学校ラグビー大会 準優勝
2016 年度 福岡県高等学校ラグビー 7 人制大会 準優勝
2016 年度 全九州高等学校ラグビー大会 B パート 優勝
全国高等学校選抜ラグビー大会 出場 1 回
2017 年度 福岡県高等学校新人ラグビー大会 ベスト 4
2018 年度 全国高等学校７人制ラグビー大会 第 6 位
2018 年度 福岡県高等学校７人制ラグビー大会 準優勝
2018 年度 福岡県高等学校新人ラグビー大会 準優勝

部員数

3年／9名

2年／7名

1年／10名 マネ／0名

強化部

女子駅伝部

柔道部

日本一3回、オリンピック選手5名輩出の名門！
【創部】1966 年
【実績】金鷲旗優勝 1 回 準優勝 3 回
インターハイ出場 15 回 優勝 1 回
全国高校選手権大会 優勝 1 回

【主な進路先】東海大学（湘南、熊本、
札幌）、筑波大学、福岡大学、関西大学、
監督 甲斐康浩
部長 土居弘樹
副部長 笠井貴伸
九州国際大学、日本大学、
山梨学院大学、慶応大学、
監督から……「最強ではなく最高に」
清和大学、国際武道大学、
ALSOK、新日本製鉄住金
我々柔道部は、礼儀を重んじ、丁寧なあいさつを実践し、相手を尊重する心を大

強化部

部員数

3年／47名

2年／65名

1年／56名 マネ／6名

強化部

剣道部

サッカー部

全員の心を繋ぎ、パスを繋ぎゴールへ繋ぐ
【創部】1969 年
【実績】インターハイ出場 17 回
全国選手権大会出場 14 回 第 3 位 1 回
九州大会出場 34 回 優勝 1 回 準優勝 7 回

【主な進路先】東海大学、国際武道大学、
大阪教育大学、高知大学、福岡教育大学、
総監督 平 清孝
監督 大丸 忠
部長 松原崇志 副部長 伊藤良太 コーチ 中野大地 コーチ 林 紘平 コーチ 下園直輝
北九州市立大学、日本体育大学、
専修大学、立命館大学、関西学院大学、
関西大学、大阪体育大学、西南学院大学、 監督から……「サッカー選手である前に」
福岡大学、九州産業大学
サッカー部は、
「サッカー選手である前に一高校生として勉学に励み、礼儀を

【主な進路先】東海大学、明治大学、
城西大学、上武大学、拓殖大学、
日本文理大学、トヨタ自動車九州、
黒崎播磨 等

部員数

3年／38名

2年／30名

【創部】1971 年
【実績】選抜甲子園大会出場 2 回 (1985 年、2017 年 )
九州大会出場 9 回（優勝 1 回、準優勝 2 回）
【主な進路先】東海大学（湘南キャンパス・
熊本キャンパス・清水キャンパス・
北海道キャンパス）、国際武道大学、福岡大学、
監督 杉山繁俊
部長 中村謙三
副部長 森下倫明 副部長 横井宏典 コーチ 徳永一毅 コーチ 松崎光翔
西南学院大学、九州産業大学、九州共立大学、
久留米大学、福岡教育大学、九州国際大学、
亜細亜大学、明治大学、日本体育大学、立正大学、 監督から……「夢 現実へ」
大阪体育大学、関西大学、東北福祉大学、富士大学、野球を通して人間性を磨き、礼儀・挨拶・言葉遣いなどを身につけ
八戸学院大学、神奈川大学、神戸学院大学、
厳しい社会で胸を張って力強く生きていける力を培ってほしい。そ
関西国際大学 等

の過程において一線先の舞台を目指し、一人ひとりの「夢」実現へ
と導いていきたい。

1年／17名 マネ／3名

2年／10名

1年／13名 マネ／0名

コーチ 春口和磨

監督から……「自主・自立の精神の育成」

部員数

監督 田代修一

部長 弘中健治

3年／5名

コーチ 渡邉竜二

監督から……「謙虚」
「自立」「気合い」

高校３年間、本気で陸上競技に打ち込める環境や仲間は整ってい
ます。駅伝王国福岡の復活。この先頭を我々東海大福岡が走って
いく思いです。共に同じ夢を見れる志の高い福岡の中学生に会え
る日を楽しみにしています。

感動させる走りを！

部員数

【創部】2013 年
【実績】インターハイ出場
第 3 回ユースオリンピック競技大会出場
（個人）
第 30 回記念選抜女子駅伝北九州大会出場
（高校の部）
福岡県高校駅伝 3 位
全九州高校駅伝 7 位

監督 赤星敏典

部長 松本啓佑

3年／6名

2年／5名

1年／3名 マネ／0名

部長 有吉良太

監督から……「都大路を目指し、日々練習！」

長距離とは一人で長い距離を走り続けるタフな競技であり、
技術だけでなく精神的な部分も多く求められます。その為、
技術よりも、強くなりたい、走ることでチームに貢献したい、
といった強い気持ちが求められます。その思いを持ってい
るならば、3 年間都大路を目指して共に頑張りましょう！

心の有る所に人は集まり 意志の有る所に道は開ける

部員数

3年／13名

2年／6名

1年／13名 マネ／0名

2年／12名

1年／16名 マネ／0名

【創部】1966 年
【実績】平成 31年度 福岡県新人大会
男子団体 ベスト 8 女子団体 3 位
女子個人準決勝
女子団体、個人は九州大会出場
【主な進路先】東海大学、国士舘大、
清和大、大阪体育大、芦屋学園大、
環太平洋大、福岡大等、福井工業大学

監督 江田一生

部長 松本一生

監督から……「全ての出来事には起こるべき理由がある」

剣道部は、目標「日本一」目的「人間形成」を心に日々稽古に励ん
でいます。技術・心を磨くために挨拶と清掃を徹底しています。社
会に出て通用する人間になるべく “ 当たり前のことは当たり前にす
る ” 大切さを教えていきたいと考えています。結果も大事ですがそ
れまでの過程を大事に日本一を目指して精進します。

1年／23名 マネ／6名

強化部

バドミントン部

野球部

甲子園制覇へ、年中夢球!!

副部長・コーチ 林 英輝

2年／17名

【創部】1966 年
【実績】全国高校駅伝 出場１回
全九州高校駅伝大会 ３年連続出場中
2018 年度 全国高等学校総合体育大会
5000m 決勝 4 位

重んじ、規律を遵守できる生徒であれ」と常に指導いたしております。日々
のトレーニングのみならず地域でのボランティア活動を通して、将来社会人
としてレギュラーになるべく、人間性豊かな人材育成を目標としています。

強化部

部長 葛西祥文

Aggressive Change

【主な進路先】日本郵政、肥後銀行、
メモリード、日本体育大、活水女子大、
自衛隊 等

切にし、文武両道を目指しています。「最強」ではなく「最高」のチャンピオン
を育てていきたいと思っています。

監督 笠松高志

3年／25名

【主な進路先】日本大学、東海大学、同志社大学、
ラグビー部は人間形成、自主・自立を理念においている。
日本体育大学、
、立正大学、名古屋学院大学、福岡大学、
指導信念としては、社会に通用する人間の育成（モラル・
福岡工業大学、九州共立大学、日本文理大学、関西大学、
京都産業大学、龍谷大学、大阪体育大学、大阪国際大学、マナー）を最重要と位置づけ高校日本一を目指して、部
名城大学、日本福祉大学、愛知学院大学、山梨学院大学、員一同精一杯頑張っています。
近畿大学 等

★今年度より、
すべてのクラブが週１日以上
（月4回以上）
の休養日を設けています。

強化部

部員数

厳しい中にも楽しく!!
【創部】2003 年
【実績】
2005 年 九州大会女子団体出場
2005 年 九州大会女子ダブルス 準優勝
2010 年 九州大会女子団体出場
2017 年 九州大会女子ダブルス出場
2018 年 男子団体 3 位 女子団体 3 位

部員数

監督 古泉佳苗

部長 島中啓輔

コーチ 江川昂志

外部コーチ 近藤愛理

3年／9名

外部コーチ 近藤早寿

【主な進路先】東海大学（体育学部、経済学部、
監督から……「目標は、インターハイ出場！」
工学部、情報理工学部、総合経営学部など）
、
長崎大学、福岡教育大学、産業医科大学、
バドミントン部は創部 17 年目を迎えます。インターハイ出場を目標
熊本学園大学、西南学院大学、福岡大学、
に、「厳しい中にも楽しく！！」をモットーに、感謝の気持ちを持ち、
福岡工業大学、久留米大学、九州女子大学、
九州産業大学、
九州国際大学、
筑紫女学院大学、 日々の練習に励んでいます。部活動を通して人間性を磨き、礼儀や挨
九州職業能力開発大学、専門学校、福岡県警、 拶、学業との両立を目指しています。
刑務官 等

強化部

バスケットボール部は、心技を磨くことで基
本の大切さを学び、『感謝』こそが原点であ
ると考えています。技術やプレー面よりも、
精神面を鍛えることに時間を費やし日々活動
しています。

顧問 山田 剛

【創部】2014 年
【実績】福岡県大会 優勝 12 回
九州大会出場 16 回 優勝 6 回
全国大会出場 6 回
2015 年 平成 27 年度全国高等学校総合体育大会
女子サッカー競技大会 出場
2016 年 第 24 回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 出場
2017 年 第 39 回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 出場
2018 年 平成 30 年度国高等学校総合体育大会
女子サッカー競技大会 出場
2018 年 第 27 回全日本高等学校女子サッカー選手権大会第 3 位

3年／20名

2年／15名

1年／16名 マネ／4名

仲間とともに
勝利を目指せ！
監督 森 裕治

総監督 平 清孝

監督 山本ひろな

部長 福本拡志

副部長 西村正己 コーチ 成井康平

コーチ 林 紘平

監督から……「九州優勝、そして日本一」

女子サッカー部は、
「日本一という花を咲かせよう」をモットーに日々
【主な進路先】東海大学、日本体育大学、福岡大学、帝京平成大学、
のトレーニングに取り組んでいます。また、日本一にふさわしい日
神奈川大学、姫路獨協大学、追手門学院大学、明治国際医療大学、
徳山大学、四国大学、東京国際大学、大東文化大学、中村学園大学 常生活や学校生活をめざし、将来社会人として活躍できるよう人間
性豊かな人材育成を目標としております。
等

3年／8名

2年／6名

1年／7名 マネ／1名

3年／2名

2年／9名

1年／8名 マネ／1名

【創部】2014 年
【実績】
第 24 回九州チアリーディング
選手権大会 高等学校の部 9 位
第 25 回西日本チアリーディング
選手権大会 出場
監督 窄 朋子

部長 岩田祐子

自学あるのみ

自己実現！

監督 田代修一

部長 鍋島研介

日々の練習を通して、九
州大会、全国大会出場を
目指します。なりたい自
分、理想の自分、夢を実
現させましょう。努力は
自分を裏切らない。

顧問 華表芳暁

楽しく礼儀作法が
身に付きます！
顧問 出田結美

講師 髙橋文美

茶道は、日本人としての
「おもてなしの心」
「ワビ
さびの世界」を体験でき
ます。いつの間にか礼儀
作法が身につくだけでな
く、将来にも必ず役に立
ちます！

夢を形に！
ライト兄弟のライト・フ
ライヤー号の実物大の復
元機の製作、3m のラジ
コン望星丸製作を行って
います。毎年恒例の理科
研究発表会など様々な活
動を行います。現在部員
はいませんが、随時募集
中です。

顧問 松本一生

コーチ 吉田実奈子

コーチ 北村亮太

2年／20名

コーチ 鈴木優太朗

監督から……「目指せ 九州大会金賞」
【主な進路先】東海大学、福岡教育大学、
福岡県立大学、福岡大学、中村学園大学、
昨年度、創部初の九州大会に出場することができました。ますます部員も増え、
武蔵野音楽大学、活水女子大学、福岡工業大学、
今後の活躍に期待を持てる部活動になりました。人間力を磨き、三年間で最
九州女子大学、筑紫女学園大学、
高の思い出を一緒につくりましょう。
日本赤十字九州国際看護大学 等

1年／24名 マネ／0名

顧問 ムッツァイ・マハチ
顧問 野村剛史
顧問 出田結美
顧問 砂川禎夫
顧問 伊豆夏織

身近な歴史を体験的に学ぼう！

英語で楽しくお話ししましょう

宗像の自然の地形や史跡をジオラマ模型で再現、
検証します。ちょっとした模型づくりから本格的
なものまで「ものづくり」の楽しさを体験します。

アットホームな雰囲気で楽しく英語を学ぶことができ
ます。国際交流をもっと盛んにしていきたいと思って
います。

顧問 伊豆夏織
顧問 早見京子

日韓交流の懸け橋に……
韓国語を学び、話してみよう。新し
い出会い、発見がまっている。世界
は広い。近い国の言語、文化と出会
い楽しい仲間作り。英会話同好会と
合同での活動も。宗像フェス日韓環
境文化交流事業に参加しています！

顧問 弘中健治

宗像の大自然で遊ぼう！

「宗像の自然探求」をテーマに、ラブ
アース・クリーンアップ活動やさつき
松原保全活動、近隣小学校で葉脈し
おり作りのブース出展などを行った
りしています。

顧問 林山優華
顧問 砂川禎夫

ダンスで心身を鍛えよう。
今年度から発足しました。ダンス初心者も経験者
もどちらも楽しく活動していける同好会を目指し
ています。体を動かして、自己表現し、心身とも
に成長できます。また、実践豊富な外部コーチの
指導のもと明るく楽しく活動します。

顧問 田畑梓

楽しくおいしく !!
“ 楽しくつくること ” をモットーに活
動しています。主にお菓子づくりが
中心ですが、何をつくるかは全員で
話し合って決めます。

園芸同好会

顧問 田中里奈

第 1 コンピュータ室に
て、放課後に各自で活動
できる時間を使い、手書
き・パソコンでのイラス
ト作成に取り組んでいま
す。今年は、室内にイラ
ス ト を 掲 示 し、 ス キ ル
アップするための意識を
鼓舞しています。

家庭科同好会

副部長 野村剛史

3年／21名

顧問 笠井貴伸

生物同好会

副部長 田畑 梓

顧問 早見京子

日本には桜を代表とする
ようないろんな花があり
ます。いけばな部では初
心者を中心に四季の花を
楽しく扱っています。ク
リスマスやハロウィンな
ど、アレンジメントも作
成します。

シャッターを切った時に
自分の作品が誕生しま
す。スマホのカメラでも
OK で す。 人 物・ 風 景・
植物・動物・鉄道・星空
など自分の作品をつくり
ましょう。パソコンで写
真加工や暗室で焼き付け
もできます。

ダンス同好会

部員数

韓国語同好会

吹奏楽部

部長 徳永賢一

花を楽しもう

カメラで見る世界を
楽しもう！
顧問 飯塚 浩

英会話同好会

初心者でも始められるスポーツです。私たち
と一緒に達成感を味わいませんか。たくさん
の部活動を全力で応援し、喜びを共有しましょ
う！！

最高の思い出を一緒に作ろう

部長 野村剛史

楽しく

女子ソフトテニス部は
アットホームな部活動を
しています。「明るく
楽しく」をモットーに
日々活動しています。初
心者も大歓迎です。

同好会

監督から……「いつでも笑舞
（しょうぶ）」

【創部】1973 年
【実績】
第 63 回九州吹奏楽コンクール
銀賞受賞 ※初出場
第 42 回全九州高等学校音楽コンクール個人
金管楽器部門 金賞受賞
第 9 回管打楽器ソロコンテスト個人
金管部門 第 1 位 打楽器部門 第 1 位

精神を統一して、墨を磨
り、筆をはしらす。書き
終えた後の充実感いっ
ぱいです。けやき祭での
作品展示実施など。
初心者でも大歓迎
で す。 日 本 の 文 化
に親しんでみませ
んか？

コーチ 松本千春

歴史研究ものづくり同好会

【主な進路先】九州女子大、
福岡リハビリテーション専門学校、
筑紫女学園大学 等

コーチ 谷口 響

県大会 !!

本年は新入部員も多く、
さらに活気のある練習が
できるようになりまし
た。情熱あるコーチの指
導で、素直な部員たちの
技術も着実に向上してい
ま す。 昨 年 達 成 で き な
かった公式戦初勝利を目
指して頑張っています。

監督 上原洋介

科学部

部員数

監督 小畑龍哉

イラスト研究部



日本文化に親しむ

顧問 桶川律暢

8 以上」ま
で手の届きそうなところまで近づいています。現在部員も増加中で
目標達成の為に、切磋琢磨し技術の向上に努め、良い汗を日々流し
ています。
「チーム東海大福岡」の一員になって、共に目標達成、そ
して夢の実現に向けて頑張ってみませんか。

創部4年目！魅せる演技で感謝を伝えたい

目指せ

明るく

文化部

【創部】1971 年
【実績】
平成 29 年度 福岡県高等学校
バレーボール新人大会県大会出場
平成 30 年度 福岡県高等学校総合体育大会
バレーボール選手権大会県大会出場
平成 30 年度 天皇杯・皇后杯全日本バレーボー
監督 飯島寛輝
部長 齊藤輝昌
ル選手権大会福岡県ラウンド出場 ベスト 16
平成 30 年度 第 71 回全日本バレーボール
監督から……「県大会ベスト 8 以上！」
高等学校選手権大会県大会出場
第 58 回久留米近圏高校バレーボール大会
強化部として復活し、チーム目標である「県大会ベスト
第3位
【主な進路先】東海大学、
日本赤十字九州国際看護大学、
九州女子大学 等

部長 砂川禎夫

明るく活気のあるクラブ
です。目標に向かって部
員全員で一丸となって活
動しています。多くの皆
さんの加入を待っていま
す。一緒にチャレンジし
ましょう。

茶道部

部員数

監督 沖川 諭

写真部

チーム一丸・全員で全力

現在部員は男子３名、女
子２名と、団体戦に出場
することも厳しい状況
ですが、それでも部員一
同、和気藹々と楽しく練
習に励んでいます。
「勝
利至上」ではありません
が、一緒に卓球を楽しみ
ましょう！

考えるテニス

陸上競技部

部員数

顧問 田中明人

総合部は、社会体育とし
て、 そ れ ぞ れ の ク ラ ブ
チームで頑張っている生
徒を応援しています。東
海大福岡生として、誇り
を持って、日本一を目指
しましょう。
（少林寺拳
法・吟詠剣詩舞・フット
サル・新体操・空手など）

男子バスケットボール部

日本一という花を咲かせよう

活躍の舞台は
日本全国！

運動部
女子ソフトテニス部

コーチ 上妻佐世

監督から……「感謝こそ原点である」

【主な進路先】福岡教育大、白鷗大、名桜大、福岡大、
西南女学院大、九州女子大、関西外国語大学、
中部学院大学、近畿大学短期大学、東海大学九州、
日本経済大学、東海大学、専門学校等

Other Clubs

東海大福岡には、強化部以外にも全国大会をはじめとした大きな舞台で活躍する部活や、
様々な興味に沿った文化部など、
たくさんの部活や同好会があります。
同じ目標に向かって熱くなれる毎日を、仲間達とともに築いていこう！

男子ソフトテニス部

部長 木下浩治

1年／9名 マネ／0名

フラワーデザインいけばな部

チアリーディング部
強化部

監督 宮﨑優介

2年／10名

書道部

女子バレーボール部
強化部

【創部】1971 年
【実績】
平成 28 年度 全国高等学校総合体育大会
福岡県予選 優勝
平成 28 年度 全国高等学校総合体育大会
バスケットボール競技大会 出場
平成 29 年度 福岡県大会新人大会 優勝
平成 30 年度 全国高等学校総合体育大会
バスケットボール競技大会 出場
平成 30 年度 第 49 回全九州高等学校
バスケットボール春季選手権大会パート優勝

3年／7名

卓球部

女子サッカー部
強化部

部員数

総合部

女子バスケットボール部
強化部

☆CHALLENGER☆

顧問 松本一生

日本の四季を感じよう！
花のある美しい校内を―玄関に四季
折々の花をつけたプランターを設置し
ています。学校全体を華のある美しい
学校にすることが目標です！現在部員
はいませんが、随時募集中です。

