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 ９月１６日（金）、２年ぶりとなる市中体連秋季大会の壮行式が体  
育館で行われました。３年生が運動部を引退し、１・２年生の新人  
チームになって試される最初の中体連。昨年度はコロナの影響で開  
催できなかったこともあり、運動部員にとって非常に気合いが入る
大会になりました。全校生徒が体育館に集まって行う壮行式は、夏  
季大会に続いて２回目ですが、やっと通常の壮行式に戻りつつあり  
ます。まだ、校歌を声高らかに歌うことはできませんが、選手達の決  
意発表は気合いに満ちていました。また、応援団を代表して、３年部
長会会長の菅原 
輝くんが激励の
言葉を述べ、最
後に本物の応援
団長のようなエ
ールを決めてく
れました。【大会結

果は裏面に掲載】  

 

 
 
 ９月７日（水）、今年度２回目となる避難訓練 
が行われました。今回は理科室から火災が発生し 

たという想定でした。避難場所となったジャリグ

ラに全校生徒が集まるまで、わずか５分足らずで 

とても素早い行動でした。 

 

 

《食育講話》 

９月５日（月）６校 
時、今年も１年生を対 
象に行われました。三 
内中の夏井栄養教諭が 
来校し、栄養や健康管 

理、おいしい弁当の作 
り方について教えてく 
ださいました。 

《私立高校説明会》 

 中体連秋季大会の期 

間中、３年生は市内３ 

校の私立高校の学校説 

明会に参加していまし 

た。各校の特徴をしっ 

かりと捉え、進路選択 

に役立ててください。 

《第４回クラスミーティング》 

 学級活動における話合 

い活動も４回目を迎え、 

だいぶ生徒達も慣れてき 

ています。議長団の進行 

も様になってきました。 

 

ＷＥＳＴ 
２年ぶりの開催 市中体連秋季大会 “気迫溢れる壮行式” 

命を守る行動 「避難訓練」 

１０月、１１月の予定 

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。 

《１０月》 
３日（月）後期開始式 

 ４日（火）映画上映会「弁当の日」、SC 来校 
 ７日（金）午前授業※研修会のため 給食あり 
 11 日（火）西中祭準備ウィーク（短縮授業） 
 12 日（水）月曜日の授業 
 15 日（土）西中祭１日目（午前） 

※午後は係生徒のみ準備活動 
 16 日（日）西中祭２日目 

生徒が作るお弁当の日 
 17、18 日（月、火）振替休業 

25 日（火）SC 来校 
27 日（木）諸費等引落日、中文連音楽発表会 

28 日（金）第４回定期テスト 
31 日（月）学務課学校訪問 

《１１月》 
 １日（火）金曜日の授業 
 ４日（金）研究発表会（本校会場） 
 ８日（火）SC 来校 
 ９日（水）進路説明会（午後、３学年保護者） 
 11 日（金）学習コンテスト（数） 
 17、18、21 日（木、金、月）丸ごと参観日 

＆スポーツミーティング（３年→２年→１年） 
 28 日（月）３年三者面談（12/2 まで） 

諸費引落日 

９月の行事 アラカルト 



 

 

  

競技種目＆結果 競技種目＆結果 

卓球部  
〔団体〕女子 全て３－０で勝ち優勝 県大会 
 
〔個人〕※県大会出場者 

男子 ５位 鹿内ハルヤ、 ９位 櫻庭 慶陽 
女子 ２位 神 和花、３位 浅利 歩夢 
   ３位 成田 雅、５位 相川 真羽 
   ５位 原口 愛矢 
   

サッカー 
〔予選リーグ〕 

対 造道・南・新城中 0－0 
対 浪打中 0-1    

 
ソフトボール 
〔予選リーグ〕 
 １回戦 対 浪岡中 12- 6 
 決勝  対 浦町中  0-16  準優勝で県大会！ 
 
剣道  
〔男子団体〕 

予選リーグ １勝２敗 
〔女子個人〕  

 ３位 木村 碧 
 
バドミントン 
〔団体〕 

男子 １回戦 対 新城中 ２－１ 
   ２回戦 対 浦町中 ０－２  
女子 １回戦 対 筒井中 ２－０ 
   準々決勝  対 古川中 ２－０ 
   準決勝 対 山田中 ０－２ 
   ３位決定戦 対 浪打中 ２－０ 県大会 

〔個人〕 
 男子シングルス 
    ２年 浜中 煌仁 ９位 県大会 
 １年男子シングルス 
    １年 千葉健太郎 ５位 県大会 

女子シングルス 
    ２年 武田 華歩 ３位 県大会 
    ２年 戸耒 怜和 ５位 県大会 
 女子ダブルス 
    １年 及川和香・蝦名珠李 ５位 県大会 

１年女子シングルス 
 １年 中西 優心 １位 県大会 

バスケットボール 
〔男子〕 

１回戦  対 筒井中 78－47 
準々決勝 対 古川中 59―96 

〔女子〕 
 １回戦 対 北中 33－49  
 
野球 

２回戦 対 北・油川中 ２－０ 
準決勝 対 浪岡中   ２－６ ３位 
 

相撲 
 学年別  優勝 須々田蒼天 県大会 
 無差別級 優勝 須々田蒼天 県大会 

軽量級  優勝 須々田蒼天 県大会 

バレーボール 
〔男子〕 １回戦 対 荒川中 ０－２  
〔女子〕 １回戦 対 沖館中 ０－２ 
 
ソフトテニス  
〔団体〕 

男子２年  
２回戦 対 浪岡中 ０－３ 

女子１年 
 １回戦 対 浪岡中 ０－２ 
女子２年  

２回戦 対 甲田中 ３－０ 
３回戦 対 新城中 ２－１ 
準決勝 対 浪岡中 ０－２ ３位 

〔個人〕 

女子 工藤琉圭・佐藤未悠 優勝 県大会 

 

水泳 ※県大会はありません。 
〔男子〕200m 平泳ぎ 4 位 松下悦士 
    200m 個人メドレー ６位 松下悦士 
             ７位 奈良一哉 
    200m バタフライ １位 奈良一哉 
    200m 平泳ぎ   ６位 三橋穂純 
    100m バタフライ ２位 佐藤玄尭 
    50m 自由形    ５位 佐藤玄尭 
    200m 平泳ぎ   ７位 柳谷奏多 
    男子メドレーリレー３位 
    男子 4×100m リレー５位 
〔女子〕200m 背泳ぎ   １位 佐々木愛永 
    100m 背泳ぎ   ４位 佐々木愛永 
    100m 自由形   １位 木村吏来 
    400m 自由形   ２位 木村吏来 

  
陸上 男女総合 6 位 

〔男子〕１年男子総合 4 位 

 ２年 800m 3 位 三浦春人 県大会 

    200m 8 位 七尾清稔 

 １年 800m 3 位 蛯名亜偉琉、4 位 澤田仁葵県大会 

    110mH 3 位 長谷川優和 県大会 

    100m 4 位 栁谷涼太 県大会 

    1500m 7 位 佐藤 遥 

    100m 6 位 成田悠真 

    走幅跳 5 位 新山雄心 

砲丸投げ 6 位 金谷颯飛、7 位 石岡 倖 

男子１年 4×100mR 6 位（成田、澤田、新山、栁谷） 

〔女子〕２年女子総合 6 位 

 女子共通 4×100mR 3 位 県大会（大泉、三戸、大水、三浦） 

 ２年 走幅跳 2 位 横山幸来 県大会 

    1500m  2 位 大水 花 県大会 

100mH  4 位 大泉慧杷 

100m   8 位 三戸優奈 

 １年 200m   3 位 佐々木綺心星 県大会 

    800m   8 位 佐々木雫 

    女子１年 4×100mR 7 位 

    （佐々木雫、佐々木綺心星、猪股、後藤）  

保護者の皆様、地域の皆様、あたたかいご声援ありがとうございました！  

今大会で県大会に駒を進めた１・２年生の選手数は、男子７名、女子２１名、合計２８名とな

りました。これから１１月までに競技ごとに県大会を行います。応援よろしくお願いします。 
 

 

 

 「市中体連秋季大会」 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。 



 


