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 ６月１７日（金）、市中体連夏季大会壮行式が行われました（壮行式の様子は裏面に掲載）。３年ぶりに全校
生徒が体育館に集まる形で行われ、各部からの決意発表や選手宣誓、激励のことば等、従来の壮行式にかなり
近いものとなりました。昨年の新人戦が中止になったため、これが最初で最後の中体連になる３年生もおり、
かける思いはひとしお。壮行式はとても立派な態度と決意発表でした。また、今年も Zoom 配信をし、保護者
の皆さまや泉川小と浪館小の６年生に壮行式の迫力を感じてもらえるようにしました。 
 １８日～２０日の３日間にわたる熱戦の結果は以下のとおりでした。応援ありがとうございました！ 

競技種目 結果 競技種目 結果 

陸上 

３年男子 100m  4位 勝又那由多 
共通男子 800m  8位 三浦春人 
共通男子 110H  8位 長谷川優和 
１年男子 1500m 8位 澤田仁葵 
共通女子 ４×100mR（三戸、大水、山田、渡辺） 8位  
共通女子 100mH 8位 山田伊織 
２・３年女子 1500m 1位 大水 花 県大会  
１年女子 1500m 2位 佐々木雫 県大会 
１年女子 100m  5位 佐々木綺心星 
女子総合８位 

ソフト 
ボール 

リーグ戦  
対浪岡 ×４－８ 
対甲田 ○３２－４ 

準決勝 対浦町 ×３－７ ３位 

野球 ２回戦  対造道 ×１－２ 

剣道 

〔団体男子〕  
１回戦 対南 ×１分４敗 

〔団体女子〕 
 ２回戦 対佃 ○４勝１分 
 準決勝 対沖館×１勝４敗 ３位 
〔個人〕 
     蝦名陽登 ５位 県大会 

吉田紗徠 ５位 県大会 

水泳 

男子 200m平泳ぎ 1位  前原悠吾 大会新 県大会 
男子 200m平泳ぎ 7位  松下悦士 
男子 200m背泳ぎ 1位  高橋悠介 大会新 県大会 
男子 200mバタフライ 3位 奈良一哉 
男子 200m自由形 6位  佐々木建琉 

 7位  大沢鉄将 
 8位  秋元勇馬 

男子 1500m自由形 2位 佐藤玄尭 
男子 200mバタフライ 5位 柳谷奏多 
男子 100m自由形   8位 佐々木建琉 
男子 100mバタフライ 5位 奈良一哉 
           8位 大沢鉄将 
男子 100m背泳ぎ 2位  高橋悠介 大会新 県大会 
男子 100m平泳ぎ 1位  前原悠吾 大会新 県大会 
女子 200m背泳ぎ 3位  佐々木愛永 県大会 
女子 200m自由形 8位  長利真湖 
女子 100m背泳ぎ 2位  佐々木愛永 県大会 
女子 50m自由形  4位  木村吏来 県大会 

女子 100m自由形 2位  木村吏来  県大会 
女子 100mバタフライ 6位 長利真湖 
男子総合１位 
男子フリーリレー  ２位 県大会 
男子メドレーリレー１位 県大会 

女子総合６位 

サッカー 

リーグ戦２勝１敗で通過 
準々決勝 対 沖館 
      ○２－２ PK５－４ 
準決勝  対 三内 
      ×０－０ PK４－５ ３位 

卓球 

〔団体〕 
男子 予選リーグ２位 
女子 予選リーグ１位で通過 
   準決勝 
    対佃 ○３－０ 
   決勝 
    対浦町×２－３ ２位県大会 

〔個人〕 
鹿内ハルヤ ベスト１６ 代表決定戦で 県大会 
工藤 凛 ５位 県大会 
神 和花 ５位 県大会 
浅利歩夢 ベスト１６ 代表決定戦で 県大会 
成田 雅 ベスト１６ 代表決定戦で 県大会 

バスケット 
ボール 

〔男子〕 
１回戦  対新城 ×３０－５２ 

〔女子〕 
 １回戦  対沖館 〇７２－５５ 
 ２回戦  対山田 ×４６－８０ 

バド 
ミントン 

〔団体〕男子 対横内 ×０－２ 
〔団体〕女子 対浪岡 ×１－２ 
〔個人〕 
中西優心 ５位 県大会 
鳴海凜音・三上仁奈ペア ５位県大会 

ソフト 
テニス 

〔団体〕 
男子 １回戦 対三内 ○３－０ 

    ２回戦 対浪岡 ○２－１ 
    準決勝 対造道 ○２－１ 
    決勝  対筒井 ○２－０優勝 
女子 ２回戦 対沖館 ○３－０ 

３回戦 対南  ○２－０ 
準決勝 対東  ×０－２３位 

〔個人〕 
曽我凛音・佐藤春太 ５位 県大会 
工藤琉圭・佐藤未悠 優勝 県大会 

相撲 個人戦 須々田蒼天 優勝 県大会 

バレー 
ボール 

〔男子〕 
１回戦  対造道 ×１－２ 

〔女子〕 
１回戦  対横内 ×０－２ 

  

ＷＥＳＴ 
最後まであきらめずに戦い抜いた 市中体連夏季大会！ 

～栄光の記録～ 

大量印刷のため写真が不鮮明になり申し訳ありません。学校 HPにデータを掲載しておりますのでご覧ください。 

〔県大会の会場について〕 
〇ソフトテニス…新青森県総合運動公園 
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…スポカルイン黒石 
〇剣道…六戸町総合体育館 
○相撲…青森県武道館（弘前市） 
○バドミントン…青森県武道館（弘前市） 



 【学年壮行式で先生方がエール】 【久しぶりに全校生徒で壮行式】    【部長達による選手宣誓】   【一般応援代表生徒の激励】 

 

 

 

 学級や学校の課題を解決するために、話し合い、    

合意形成し、協力して実践すること、また、自己の課   

題の解決のために学級での話合いを通して意思決定し   

て実践すること、これが「学級活動」の目標です。     

今年度はこの話合い活動 

の回数を増やし、議長が話

合いをスムーズに進められ

るようなスキルを身に付け

るとともに、みんなで折り

合いを付けながら話し合え

る活動を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 市Ｐ連主催第５２回 PTA 
広報紙コンクールにおける 
「企画賞」に続き、第５３ 
回青森県 PTA 広報紙コン
クールにおいても、西中広
報紙「あしあと」が推賞に
選ばれました。応募４５校
の中でもっとも良い賞を

いただいたことになります。企画賞の賞状が届き、校長
先生から三浦広報委員長に授与してもらいました。 

 

 

 １学年で櫻庭先生、３学年で幸田先生が学年道徳を

行いました。 

 櫻庭先生からは「小さなことに気を配り、積み重ねる

ことでとんでもない力を身に付けること」、幸田先生か

らは「よりよく生きようとすること、人間の気高さ」に

ついて学びました。 

 

PTA広報誌「あしあと」が次々入賞 

学級活動“クラスミーティング”始動 

《７月》 
 ４日（月）清掃強調週間（～７日） 
５日（火）SC 来校、金の授業 

 ６日（水）クリーンアップ作戦（西中単独） 
 ８日（金）第２回定期テスト 
 12 日（火）合同保護者集会（火⑥②③④⑤の順） 
 17・18 日 県中体連夏季大会 
 21 日（木）西中ミーティング 

22 日（金）夏季休業スタート（～8/23） 
 25～29 日 全校三者面談 
 27 日（水）諸費等引落日 
 
《８月》 
 ３日（水）部活動体験フェア 
 13～15 日（土～月）学校閉庁日 
 16～19 日（火～金）３年授業日 
 18 日（木）１・２年出校日 
 24 日（水）登校開始 
 25 日（木）火の授業 
 26 日（金）西中ミーティング 

29 日（月）諸費等引落日 
 30 日（火）英語弁論大会 

31 日（水）２年県学習状況調査 

大量印刷のため写真が不鮮明になり申し訳ありません。学校 HPにデータを掲載しておりますのでご覧ください。 

ホタルの里 ボランティア活動 

学年道徳で道徳的心情を育む 

７、８月の行事予定 

６月２６日（日）、今年も「西中サポート活動」
として、恒例の｢細越ホタルの里ボランティア活
動｣が行われました。参加希望者は年々増え、今年

は、３年生１１３名が希望しました。当日は、猛
暑の中、草刈り、泥上げ、枝払い等をグループに
分かれて行いました。「おやじの会」のお父さん達
も一緒に作業をしました。 

７月１日～３日に行われるまつり本番が待ち遠
しいです。 



 


