
 

 

 

 

 

 

＝ 春季体育大会 ＝ 

 ５月２２日（水）に雨のため順延を余儀なくされ

た体育大会を開催しました。平日での開催にも関わ

らず，保護者・地域の方々がたくさん観覧され，本当

に頭の下がる思いでした。 

 開催当日は，快晴の下これまで溜まりに溜まって

いたエネルギーを余すことなく発散し，競技や演技

に取り組んだ一日でした。 

 

              ＜ 開 会 式 ＞ 

               今年度のスローガ 

              ン「キセキ」～仲間 

              を信じ，新たな一歩 

              へ～のもと，白団・ 

              紅団，学級の勝利を 

              目指して，決意表明

の選手宣誓でした。 

              ＜ 応援合戦 ＞ 

 

               白団応援団長，市 

              川海斗さん，瀬口真 

              衣さん，紅団応援団 

              長，佐藤文音さん， 

              武生美弥妃さんをリ 

              －ダーとして，声の 

              枯れるまで各団を鼓 

              舞しました。入学ま 

              もない１年生も上級 

              生を手本として，こ 

              れまで練習した演舞 

              の数々を保護者・地 

              域の方々に披露しま 

              した。 

＜各学年 団体競技＞ 

 １年団体競技の 

「山の手 BIRD の 

ハリケーン」，息を合わ 

せて竹の棒をつかみ，全 

速力で駆け抜けました。 

 

              

             ２年生は，２人３脚。 

             だんだんと結ぶ足が増 

             え，最後は１０人１１ 

             脚になりました。 

             バランスを崩して悪戦 

             苦闘の２年生でした。 

＜ 中学校生活最後の学年団体競技 ＞ 

 ３年生にとって 

は，思い出に残る 

「大ムカデ」競争。 

朝練の成果を発揮 

し，学級の団結と 

優勝目指して，声 

を合わせて競いま 

した。応援する学 

級担任もだんだん 

とヒートアップし 

ていきます。結果は，ゴール直前での大逆転で１組

さんの勝利となりました。 

＜ 閉 会 式 ＞ 

今年度の体育大会は，写真のように２２点の僅差で

白団の優勝となり 

ました。保体委員 

長の中尾海音さん 

をはじめ，生徒会，各 

係りの生徒の皆さ 

ん，お疲れ様でし 

た。競技や演技に 

本当に一生懸命取 

り組む姿や円滑な 

運営のために全力でグラウンドを駆けめぐった係り

生徒の皆さん，全員で起こした「奇跡」は本当に見て

いる人に感動を与えるものでした。きっと生徒の皆

さんの忘れられない「軌跡」となったことでしょう。 

 

＝ 第１回学校運営協議会の開催 ＝ 

 ６月３日（月）に今年度最初の学校運営協議会を

開催しました。今年度の学校経営方針の承認や今年

度特に力を入れる重点目標の説明を学校長より行い

ました。◇他者と協働して考える授業の創造◇誰も

が安心して学べる環境づくりに力を入れ，取り組ん

でいきます。２０２１年春の新設校の開校を見据え，

浜脇中学校さんと連携をしながら取り組んでいくこ

とも確認しました。会の中で，委員さんからは，生徒

の現状や閉校・統合についての質問もありました。 

 今年度の学校運営協議会委員は，会長に後藤智委

員，副会長に西門利浩委員，嵩地秀雄委員，村田広子

委員，小野貴美子委員，江藤俊明委員及び保護者代

表にお願いしています。 

 また，本校の来年度末の閉校に向けても，委員さ

ん方からのご助言をいただきながら，進めていきた

いと考えています。 
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＝ 市総合体育大会終わる ＝ 

 ６月５・６日（水・木）の市総合体育大会（中体連

大会）が開催されました。７月下旬に開催される県

総合体育大会の予選も兼ねた大会です。本校の結果

は次の通りです。 

【団体の部】 

優 勝 バレボールー女子    

    硬式テニス男子     

準優勝 卓 球 女子      

    水泳男子の部 

５ 位 陸上競技男子、野球、卓球男子、バドミント

ン女子 

６ 位 陸上競技女子、バスケットボール男子、バ

スケットボール女子、サッカー 

７ 位 ソフトテニス女子 

【個人の部】 

硬式テニス  

女子シングルス １位 大沢 萌恵 ２位 松田 志衣菜 

男子シングルス ２位 高田 快  ３位 高見 直良 

        ベスト１６ 

        齋藤 伶・安藤 祐斗・梶原 晴登 

男子ダブルス  １位 佐藤 文音 櫻木 信太郎 

        ２位  森山 滉斗  本田 章悟 

          ３位  江藤   晃  奥   悠輔 

            池辺 聖人  加藤 誠之介 

        ベスト８ 

           大久保 直明 三沢 晃成 

陸上男子   １位  本田 康太 共通４００ｍ 

佐藤 悠貴 走幅跳 

※３年１００ｍ ６位 

２位 井上  俊 ２年１００ｍ 

３位 安東 慶一郎 ３年１５００ｍ 

※共通３０００ｍ 

       ３位 樋口 武蔵  １年１５００ｍ 

         ４位  井上   悠    ２年１００ｍ               

４位 共通４×１００Ｒ 

５位 低学年４×１００Ｒ 

      ６位 高野  凌  ２年１５００ｍ 

共通３０００ｍ 

陸上女子  ３位 河田 留実 １年１００ｍ 

      ４位 首藤 萌佳 ３年８００ｍ              

６位 前田 早貴 ３年８００ｍ 

卓球女子 １２位 三浦 里衣菜  

水  泳  １位 中津留 銀河 ２００ｍ個人メ

ドレー、２００ｍ平泳ぎ  

２位 岡﨑 大悟１００ｍ平泳ぎ 

※４位 ２００ｍ平泳ぎ 

２位 小野 倖輝 ５０ｍ背泳ぎ 

 

３位  井村 磨弥５０ｍ背泳ぎ 

※池辺 寛人 高飛び込み（市予選なし） 

剣  道 ３位 手嶋 遥奈                    

柔  道  ２位 倉本 青輝 

３位 森岡 陽斗                

以上の生徒の皆さんです。県総体には，３種目と

２１名（個人種目）が市の代表として出場します。 

 

 

 

 

 

 

  

すべての会場を回ることはできませんでしたが，勝

敗に関係なくどの試合も熱戦を繰り広げていまし

た。僅差でも大差でも本校の生徒は，最後まで諦め

ることなく，頑張っていました。また，会場におけ

るあいさつ等のマナーの素晴らしさには感心させら

れました。多くの３年生は部活動から本格的な勉強

に切り替わりますが，今回の貴重な経験をぜひ生か

して欲しいと願うばかりです。今回の大会を最後に

部活動が終わった３年生の感想を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

私は，今回の中体連で仲間の大切さを痛感し

ました。同じ目標に向かい切磋琢磨したり，汗

を流したりする仲間の存在は貴重でした。 

また，どんな時もお互いに励まし合う仲間は

とても力になりました。今回の中体連では，そ

んな仲間が最後まで応援してくれました。残念

ながらその応援にこたえる成績を残すことがで

きませんでしたが，そこには，最後まで笑顔で

いた仲間の存在がありました。 

部活は終わってしまいましたが，これからの

受験勉強においても同じ目標を目指す仲間の存

在を大切にし，ともに頑張っていきたいです。 

卓球部 男子  

＝ ７月の行事予定 ＝ 

 

 ２日～４日（火～木） ２年生職場体験学習 

 ５日（金） 市教育委員会学校訪問 

 ８日（月）２年生食育講演会 

 ９日（火）３年生進路 PTA（中央公会堂） 

１２日（金）１・２年期末 PTA 

１８日（木）PTA と連携した防災集会 

１９日（金）１学期終業式 

２２日～２７日 県総合体育大会 

２９日～３１日（月～水）３年生三者面談 


