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熊商 清掃ボランティア 実施
～広瀬地区・石原地区・熊谷駅 地域クリーンアップ大作戦！～

後期 生徒会役員 決定 ！
～生徒会長 川田さん「多くの事に、新たな事に取り組みたい」～
１１月に後期生徒会役員
が決定し、２年生の川田真
衣さんが生徒会長になりま
した。
会長は、２２名の生徒会
役員とともに、「いっさい
手を抜くことなく尽くして
いきたい。そして、多くの
事に、新たな事に取り組み
たい。」と抱負を語ってく
れました。

熊商にお越しの皆様からは「学校がきれい
だ」とのお言葉をよくいただきます。これは清
掃時だけでなく、個人や部活単位でも校舎内外
のクリーンアップに参加している生徒が多くい
ることの表れと思われ、本校の自慢の一つで
す。
しかし、熊商のきれい好きは敷地内にはとど
まりません。１２月１８日、生徒会執行部を中
心とした多くの参加希望者による学校外での清
掃活動が行われました。広瀬地区・石原地区・
熊谷駅南口・北口の四カ所で日頃お世話になっ
ている地域の方々への感謝を込めて精一杯取り
組みました。

会長

執行部員

２年 川田真衣(忍中)
副会長

２年 引間大貴(秩父第一中)
２年 山岸智行(上柴中)

２年 福島友幸(忍中)

２年 大賀英明(富士見中)

２年 三浦直也(三尻中)

２年 菰田綾瑚(富士見中)

書記

２年 磯田知寿(妻沼東)

２年 矢嶋一哉(埼玉中)

２年 山本 恵菜(岡部中)

２年 馬場和泉(江南中)

２年 渡邉 愛(見沼中)

１年 石井 亮(荒川中)

１年 塩澤みく(本庄東中)

１年 野村海斗(行田西中)

１年 関 麻乃(鴻巣中)

会計
２年 森 悠太(見沼中)
２年 五十嵐守(大幡中)

１年 三友真理恵(本庄東中)
１年 中島 香(大幡中)
１年 浜島有紗(荒川中)

１年 新井誠人(荒川中)
１年 嶋村優斗(吉岡中)

１月の行事

インターネットショッピングモール ＮＥＷＳ

熊商＠KUMANABIYA

熊商 ロードレース大会 結果
～沿道で声援を送ってくれた地域の皆様、
ありがとうございました～
１１月２７日、絶好の好天に恵まれてロードレース大会が開催さ
れました。熊商のグランドを出発し、荒川の土手沿いに走るコース
は全長約１０ｋｍ。途中、踏切あり、橋あり、アップダウンありと
変化に富んだコースです。スタートの号砲とともに学校を飛び出し
た生徒達は、コース上に先を争いながら連なっていきました。その
姿は遠くからは「熊商生の帯」ができたように見えたのではないで
しょうか？
クラス対抗では、男女とも１年３組が優勝しました。

男子順位(30 位まで)
１池田悠矢(2 年陸上･花園)
２鎌田 修(2 年野球･本庄東)
３江森航太(2 年陸上･妻沼東)
４須永佑介(2 年陸上･妻沼東)
５土門夏樹(2 年陸上･荒川)
６坂井 龍(2 年ｻｯｶｰ･三尻)
７飯島佳希(2 年ｻｯｶｰ･富士見)
８伴場優真(1 年野球･男衾)
９森 優也(1 年野球･大原)
10 岡本睦輝(1 年ｻｯｶｰ･寄居)
11 中里勇輝(3 年陸上･妻沼東)
12 小池達也(2 年陸上･男衾)
13 松本拓巳(3 年野球･玉ノ岡)
14 久米竜司(1 年ｻｯｶｰ･富士見)
15 入谷明寿(3 年野球･大里)
16 飯田 巧(3 年ﾊﾞｽｹ･玉井)
17 藤井直輝(1 年野球･太田)
18 朝比奈恋(2 年柔道･寄居)
19 木村勇哉(2 年野球･荒川)
20 新島陽香瑠(2 年ﾊﾞｽｹ･羽生東)
21 新井大優(2 年ｻｯｶｰ･大麻生)
22 牧田祥樹(2 年ﾊﾞｽｹ･大麻生)
23 西條 快(3 年陸上･奈良)
24 神垣祐大(1 年野球･岡部)
25 田島慶一(3 年野球･皆野)
26 須藤喜貴(3 年野球･大里)
27 久保田拓真(2 年野球･忍)
28 三浦直也(2 年山岳･三尻)
29 柳井志己摩(1 年野球･長瀞)
30 青木亮太(1 年野球･城南)

女子順位(30 位まで)
１瀬戸幸奈(2 年ﾊﾞｽｹ･美里)
２五十嵐加織(1 年ﾊﾞｽｹ･行田)
３柴﨑千明(2 年ﾊﾞﾄﾝ･行田)
４吉橋由莉(2 年ﾊﾞｽｹ･吉見)
５新井 楓(2 年陸上･皆野)
６岡田 唯(3 年陸上･荒川)
７飯島里穂(1 年ﾊﾞﾚｰ･花園)
８尾崎エイミ(1 年ｿﾌﾄ･玉井)
９小林千波(1 年ﾊﾞｽｹ･吹上北)
10 小暮優菜(2 年ﾊﾞｽｹ･三尻)
11 吉田紗和(2 年ﾊﾞｽｹ･美里)
12 飯島一葉(2 年ﾊﾞｽｹ･妻沼東)
13 小林美紀(2 年ﾊﾞｽｹ･荒川)
14 井口明日華(2 年ﾊﾞﾚｰ･男衾)
15 松岡亜純(1 年ﾊﾞｽｹ･富士見)
16 荒木美緒(2 年ﾊﾞﾚｰ･花園)
17 代 実咲(1 年ﾊﾞﾄﾝ･行田)
18 松村美由紀(2 年ｿﾌﾄ･奈良)
19 芝 加奈子(1 年ﾊﾞｽｹ･吹上北)
20 江原茉里奈(1 年ｿﾌﾄ･熊谷東)
21 藤沼未来(1 年ﾊﾞｽｹ･行田)
22 酒井美祈(1 年ﾊﾞｽｹ･富士見)
23 田中島遥香(2 年陸上･羽生東)
24 内田麻美(1 年ﾃﾆｽ･大麻生)
25 宮下美梨亜(1 年ﾊﾞﾚｰ･植水)
26 酒匂麻后(1 年ﾊﾞﾚｰ･江南)
27 保泉里佳(3 年ﾊﾞｽｹ･日進)
28 鈴木優歌(1 年ｿﾌﾄ･奈良)
29 佐藤摩奈(2 年ﾊﾞﾄﾝ･大麻生)
30 大前遥香(2 年柔道･羽生西)

株式会社 中西ハム
創業６５年、熊谷市の老舗ハムメーカーです。食品の安
全性と美味しさを追求し、安全・安心でおいしい製品をお
届けします。
おすすめは月ごとのセット商品で、市販価格 5,000 円
相当の商品を 2,000 円で提供しています。この他にも、
各種ハムを揃えております。ぜひ、ご利用ください。

１日(火) 元日
８日(日) 始業式・表彰式・商業科補習(1･2 年)
１９日(土) 同窓会賀詞交歓会
２０日(日) 全商情報処理検定
２７日(日) 全商簿記実務検定
２８日(月) ３年学年末考査前日
２９日(火) ３年学年末考査(1)
３０日(水) ３年学年末考査(2)
３１日(木) ３年学年末考査(3)・進路報告会

（株）中西ハム
〒360-0161
熊谷市万吉 2685-1
TEL 048-536-4186

２月の行事
２日(土) 第３回学校説明会

８時３０分からの朝学習で、検定試験の最終チェックをしよう！
第３回学校説明会
中学生の
みなさんへ ・日 時 平成２５年２月２日(土)
９：００～

～入試前最後の説明会です！～
・内 容 学校説明
入試説明

（受付開始８：３０～）

個別相談

・会 場 埼玉県立熊谷商業高校

施設見学

