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 ６月１８日（金）、市中体連夏季大会壮行式

が行われました。今年度は、感染予防として、

体育館に全校生徒が集まらないようにしまし

た。一般応援の生徒は、教室でテレビによる視

聴を、また、家庭と近隣の小学校へは Zoom 配

信をし、保護者の皆さまや６年生にも壮行式

の迫力を感じてもらえるようにしました。式

では、どの部も気持ちのこもった素晴らしい

パフォーマンスでした。 

 １９日～２１日の３日間にわたり熱戦が繰り広げられました。各競技の結果は以下のとおりです。 

競技種目 結果 競技種目 結果 

陸上 ・１年男子 100ｍ 三上春樹 ２位 県大会  
・３年男子 100ｍ 菊池翔太 ７位 
・女子共通 800ｍ 今 陽和 ７位 
・女子低学年 4×100mリレー ５位 
・１年女子 1500ｍ 大水 花 １位県大会 
・女子共通走幅跳 草橋愛華 ５位 

ソフト 
ボール 

・リーグ戦第１試合  
対荒川・三内・造道合同  

〇２２－２ 
・リーグ戦第２試合 
    対沖館 〇１４－１０ 
準決勝 対浦町 〇８－１ 
決勝  対浪岡 ×３－１０ 
２位で県大会へ！ 

水泳 フリーリレー ５位 
高橋 悠介 男子 50m自由形 県大会 
木村 吏来 女子 200m自由形 県大会 
前原 悠吾 男子 400m個人メ２位 県大会 
佐々木愛永 女子 200m背泳ぎ２位 県大会 
男子メドレーリレー100×4 ５位 県大会 
前原 悠吾 男子 200ｍ個人メドレー ２位 
                 県大会 
高橋 悠介 男子 100ｍ自由形 ３位 県大会 
佐々木愛永 女子 100ｍ背泳ぎ 県大会 

〔総合６位〕  ※標準記録突破で県大会へ 

剣道 団体（男子） 準々決勝進出 
団体（女子） ３位 
個人戦  吉田紗徠 ５位 

（県大会へ） 
蝦名陽登 ベスト１６ 

サッカー 準々決勝 対油川 〇３－２ 
準決勝  対浪岡  ０－０ 
         ×ＰＫ３－５ 
３位 

バスケット 
ボール 

〔男子〕 
１回戦  対沖館 ×１９－１１９ 

〔女子〕 
 １回戦  対浪岡 〇５０－３８ 

準々決勝 対佃  ×３４－７４ 

野球 ２回戦  対浦町 〇１－０ 
準々決勝 対北  ×２－７ 

卓球 〔団体〕 

男女ともに２位（県大会へ） 

〔個人〕 
林  史葉 ５位 県大会 
伊藤 胡春 ５位 県大会 
櫻庭慶陽・佐々木悠斗・佐竹愛奈・ 

工藤凛・神和花 ベスト１６ 
 

ソフトテニ
ス 

〔団体〕 
男子 １回戦 対沖館 〇２－１ 

    ２回戦 対浪岡 ×０－３ 
女子 １回戦 対油川 〇３－０ 

２回戦 対南  ×１－２ 

〔個人〕 

千田・小寺ペア ベスト１６ 
バドミント
ン 
 

団体（男子） 対造道 ×０－２ 
団体（女子） 対筒井 ×１－２ 
中西桜太郎 ベスト１６ 
鎌田・木村ペア ベスト１６ 

バレーボー
ル 

〔男子〕３位入賞！ 
 １回戦  対造道 〇２－０ 
準々決勝 対筒井 〇２－０ 
準決勝  対南  ×０－２ 

〔女子〕 

 １回戦  対浦町 ×０－２ 

 

 

ＷＥＳＴ 

熱戦を繰り広げた市中体連夏季大会！ ～壮行式と結果～ 

〔県大会の会場について〕 
〇ソフトボール…平賀多目的広場 
〇水泳…県総合運動公園プール 
〇陸上…カクヒログループアスレチックスタジアム 
〇卓球…長根公園八戸市体育館 
〇剣道…五所川原市民体育館 



 

 

 

 ６月２６日（土）、２７日（日）の２日間に 

わたって、『西中丸ごとミュージアム』が開かれ 

ました。これは、旧校舎が取り壊される前に、 

卒業生や地域の方に思い出の校舎を公開し、 

懐かしんでもらうために企画されたものです。 

 公開された校舎には、「教室丸ごと再現ルー

ム」として、授業風景や給食風景を模した部屋 

を用意したり、「メモリールーム」として各年代 

のパネル写真を掲示した部屋を作ったりしま

した。 

 そして、もっとも人が集まった部屋が、「５０ 

年間ありがとう！メッセージルーム」でした。 

壁を真っ白に塗り、そこに思い思いの言葉を 

書けるようにした部屋です。感謝の言葉もあれ 

ば、当時の先生や友人の名前を書いたり、好き 

だった人の名前を書いている人もいました。 

 両日で、なんと、約 1,700 人の来校者が訪れ 

た見学会になりました。西中を想う多くの人 

たちの存在を改めて知り得る日となりました。 

 

 

  

去る６月 

１７日（木） 

青森警察署 

の署長が来 

校しました。 

 理由は、 

２年生の斉 

藤心愛さん 

への感謝状 

を贈呈するためでした。 

 心愛さんは、１２日 

（土）の部活動帰りに、路 

上で遊ぶ幼い姉妹を見付 

けました。迷子であると 

判断し危険を回避するた 

め、交番に彼女たちを送 

り届けたのです。近くには堰もあるため、命に関わる 

ような事故があってはいけないと考え勇気ある行動に 

出たのです。 

メディアが何社も訪れ、インタビューにも堂々と歯 

切れよく答える心愛さんはとても立派でした。 

 本件に限らず、西中生の功労は最近増えているよう 

に思います。例えば、こんなこともありました。 

『公園の池で、小学生にザリガニの捕り方をやさしく 

 

西中生の善行に感謝状！ 

半世紀を超えて 西中を支えた旧校舎に 感謝を込めて 

 教えてあげた。後日、小学校の校長先生から感

謝の電話があった。』 

 このように、心優しい、そして的確な判断力を 

持ち合わせた西中生を、誇りに思う今日この頃で 

す。 

 

 

 

《７月》 

２日（金）期末テスト 

 ５～６日（月～火）清掃強調週間 

６日（火）スクールカウンセラー来校 

 ８日（木）合同保護者集会 

 17～18（土～日）県中体連夏季大会 

 21 日（水）終業式 

 26～30 日（月～金）全校三者面談 

 27 日（火）諸費等引落日 

《８月》 

 ２日（月）部活動体験フェア 

 13～15 日（金～日）学校閉庁日 

 17～20 日（火～金）３年授業日 

 18 日（水）１・２年出校日 

 24 日（火）始業式 

 25 日（水）実力テスト 

      ２年県学習状況調査、 

３年模擬テスト 

 27 日（金）諸費等引落日 

 31 日（火）SC 来校 

 

 

 

 

 

 
７・８月の予定 


