
 

 

 

 

 

 

第 69回青森県中学校体育大会夏季大会 
 本校生徒会考案の「雲外蒼天 掴め栄光」の大会スローガンのもと７月１４日から３日間に渡り、第６９回青森県 

中学校体育大会夏季大会が青森市を主会場に開催されました。本校からは市中体連を勝ち抜いた５６名の選手だけでは 

なく、全校生徒による応援、吹奏楽部の演奏、競技の運営補助（野球、ソフトボール、バレーボール、サッカー）と連

日３０度を超える暑い中で大会を支えました。 

 開会式ではバス代の高騰のため、ピストン輸送をしていますが、開会式後に環状線が大渋滞となり、大会本部の指示 

で移動をしているにもかかわらず、バスの到着時間が全く読めないなどの大混乱を生じ、ご迷惑をおかけしました。 

 県大会に臨んだ選手は力の限り戦い、十分な結果を出してきたと思います。健闘を讃えたいと思います。 

 

    
選手先導は菅原先生でした       各地からの参加選手を応援            見事な行進 

 

   バスケットボール女子 （八戸市東運動公園体育館）     健闘 第３位 

  

１回戦 対大館中 （八戸市１位）     ２回戦 対柏中（西つ１位）     準決勝 対三本木中（上北１位） 

筒井５３－４５大館 勝利    柏５３－５７筒井 勝利    三本木７７－５９筒井 惜敗 

１Ｑ  8-16            １Ｑ 13-17            １Ｑ  23-6 

２Ｑ   8-6             ２Ｑ 10-12            ２Ｑ 17-10 

３Ｑ 23-6                        ３Ｑ 10-11            ３Ｑ 22-18 

４Ｑ 14-17                       ４Ｑ 20-17            ４Ｑ 15-25 

 
立ち上がりに点差をつけられましたが   逃げ切り、冷や汗の連続    優勝校はさすがに強く, 先制された                    

第３Ｑに逆転しての勝利                        のが最後まで響いたようです. 

             

  浦町・油川などライバル校の存在が自分たちを高めたと思います。必要なのはライバル、そして仲間。 

      試合を重ねるたびに、粘り強さやあきらめない心が見られるようになりました。 

 

    器械体操 （弘前市民体育館）  

男子総合 第３位        女子総合第３位 

 

   体操クラブの出身者が上位を占めるようになっており、学校の部活動だけでは限界になっています。 

   水泳などと同様に普段は体操クラブで練習し、中体連の時には引率教員を派遣するという形に移行 

   する時期にきていると考えています。 

 

    新体操 （青森山田中体育館）    総合第３位  

   

   ６校が参加し、３位という成績でした。演技構成の難度と実施、減点で順位が決まる新体操ですが 

   市中体連で敗れた学校より上位になり、選手は喜んでいました。 

    

夢を目標に 
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    陸上競技 （青森県総合運動公園陸上競技場） 

        

     男子 入賞なし  

     女子 トラック競技 ２位  女子総合 ６位 

１年女子１００ｍ ６位 鈴木 凜   共通女子２００ｍ ６位 泉谷遥菜 

        共通女子２００ｍ １位 平木 陽   共通女子８００ｍ ２位 三上 雛  ２名東北大会出場 

     

共通種目は２、３年生が出場します。２００m決勝では２年生が平木さん・泉谷さんの２名だけでした。 

平木さんは予選、準決勝、決勝と１位を譲りませんでした。８００ｍの三上さんは前に１人、後に４人の 

３年生との勝負でしたが、冷静で根性のある走りを展開し、東北大会出場をつかみました 

 

  バドミントン （スポカルイン黒石）       卓 球（十和田市総合体育センター） 

 

     男子シングルス 後藤達哉 ３位             男子シングルス 田中優貴  ７位      

 

       １回戦 ２－０（藤嶋・五所一）            １回戦 ３－２（大間・蟹田） 

       ２回戦 ２－０（稲葉・津軽）             ２回戦 ３－０（佐藤・南部） 

      準々決勝 ２－０（菅原・浪岡）             ３回戦 ３－２（對馬・弘前三） 

       準決勝 ０－２（中嶋・浪岡）             ４回戦 ３－１（宮田・六戸） 

     代表決定戦 ２－１（今田・青森山田）          準々決勝 １－３（三上・青森山田） 

 

        東北大会出場                        東北大会出場  

 

      団体戦の出場が叶わず、２人とも青森から離れた地区で、まさに孤独な戦いだったと思います。 

     バドミントンの後藤君は強豪校の選手を相手に堂々の戦いを展開し東北大会出場を果たしました。 

     卓球の田中君は１年生での東北大会出場です。フルセットまで戦った相手は、３年生でしたが快 

進撃だったと思います。両名とも次のステージでの活躍を期待します。 

  

 

        
水 泳 （青森県総合運動公園プール） 
男子総合 第１位 ８４点  

   ４×１００ｍフリーリレー  第１位 （東谷亮汰・木村竜太・高谷悠人・佐藤飛元） 

４×１００ｍメドレーリレー 第１位 （木村竜太・佐藤飛元・高谷悠人・東谷亮汰） 

５０ｍ自由形 １００ｍ自由形 １位 東谷亮汰 １５００ｍ自由形 １位 ４００ｍ自由形 ３位 高谷悠人 

  １００ｍ背泳ぎ ２００ｍ背泳ぎ １位 木村竜太  ２００ｍバタフライ ４位 野呂 幸詩 

                                 以上、東北大会出場  

   ２００ｍ個人メドレー ８位 佐藤飛元 

 女子  

２００ｍ個人メドレー ５位  ８００ｍ自由形８位  徳差 光姫 

   １００ｍ背泳ぎ  ６位   ２００ｍ背泳ぎ ７位  藤井 明日花 

 

予想通り、一人一人が結果を出し、昨年に続き、男子が県制覇を果たしました。２位とは１６点の大差であり、 

リレーの２種目を制覇したことが大きかったと思います。東北大会出場だけで満足せず、上位入賞できるよう 

頑張ってほしいと思います。 
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青森市サッカーリーグ ２０１８（Ｕ－１５） 第３位 

 

第６４回 全日本中学校通信陸上競技大会 青森大会 

 女子共通２００ｍ 第１位 ２６秒２９  平木 陽 

 女子２年１００ｍ 第２位 １２秒８４  平木 陽    第６位 １３秒４９ 泉谷遥菜 

 男子１年１５００ｍ第６位 ４分５１秒１４ 田谷 修平  女子１年１００ｍ 第７位 １４秒１３ 鈴木 凜 

 女子共通８００ｍ 第７位 ２分３０秒７６ 三上 雛 

 女子共通４×１００ｍリレー  第６位 ５２秒６０   （泉谷遥菜  平木 陽  佐藤園和  三上 雛） 

     

 

 
 

青森県吹奏楽コンクール 第３８回 中央地区大会  金賞 
 

 

     
  今年度の定期演奏会は               ７月１１日 吹奏楽部 壮行演奏会 

８月１１日 リンクステーション青森          

      
  

吹奏楽に打ち込んでいる人の楽譜を見たことがありますか。上記の壮行演奏会の時に、ふと見た楽譜は写真の 

ようであり一音一音大事にするために、何度も何度も楽譜に書き込んでいる様子が窺われました。スポーツは 

素振りやシュート練習を何度も同じことをやるからこそ上手になります。同じように吹奏楽でも練習を重ね、一 

人一人が最高の音を出せるようになり、曲としてまとまった時に感動が生まれるのではないかと思っています。 

 

吹奏楽部が一番練習している。ならば、一番の結果を得てほしい。 

   必死さが観衆の心を打つ。感動の嵐に包まれる演奏を 

東北大会への出場権のかかった県大会は 

７月２８日リンクステーションホールで

開催されます。 



 
          ご注意を 
 

 
 

 

 
 

     筒井中学校 ホームページから 

 

７・８月の行事予定等 明日から梅雨もあけ、３０度越えの日が続くと予想されています。熱中症に注意 

記載できない大会もありますが、健康に留意した計画的な夏休みになることを 

願います。 

 ７月 
 ２０日（金） １学期終業式 金３５ ＪＵＭＰ集会   

 ２１日（土） 東奥学園高校体験入学①  イシダカップ 

 ２４日（火） ３年授業日 青森北、青森工業、青森商業高校体験入学 

 ２５日（水） ３年授業日  

 ２６日（木） ３年授業日 青森中央高校体験入学 諸費振替日 

 ２７日（金） 青森高校体験入学  JUMPミニ集会 

 ２８日（土） 青森平和の日 全日本吹奏楽コンクール 第５９回青森県大会（リンクステーション） 

東奥学園高校 体験入学 ②  

 ２９日（日） 八戸地区吹奏楽 体育館使用 （佐藤憲一先生） 

 ３１日（火） 青森明の星高校体験入学①  青森西高校体験入学 

  ８月 
   １日（水） 青森南高校体験入学 

   ３日（金） 浪岡高校体験入学 東北中学校水泳（～５日）  

  ４日（土） 東北少年軟式野球新人大会（４・５・１１・１２）東北中学校卓球（～６日） 

  ７日（火） 青森東高校体験入学  東北中学校陸上（～９日） 

  ８日（水） 東北中学校バレーボール大会〈～１０〉 平和防災教育事業（釜石市）〈～１０〉 

 １１日（土） 山の日  第３３回 筒井中学校吹奏楽部  定期演奏会 

 １３日（月）～１５日（水） 学校閉庁日 

 １８日（土） ソフトボール研修大会 東青中学校ソフトテニス夏季大会 未来ミーティング 

 ２０日（月） ３年出校日 １，２年出校日 青森高校学習会（１３：４０受付  １４：００～１６：００） 

 ２１日（火） 職員会議 漢字検定 

２４日（金） 振替休業日（県中体連開会式の分） 

２５日（土） 数学検定  テスト前部活動休止～２７日まで 

２６日（日） 吹奏楽東北大会 

２７日（月） ２学期始業式 諸費振替日 教育実習開始 

２８日（火） 実力テスト 

２９日（水） ２学年県学習状況調査 青森山田高校体験入学② 

３０日（木） １年弘前職場訪問  ２年職場体験 東奥学園生徒対象学校説明会（３年） 

３１日（金） ２年職場体験           明の星高校生徒対象学校説明会（３年） 

    自分を鍛える夏であれ！！  部活動・学習・読書 

倒壊の危険性のあるブロック塀について 

 

本校は現在の校舎が昭和 55年に完成し、築 40年

を迎えようとしており校舎内でも、あちらこちらに

ガタがきているところも多くなりました。 

 このたび、先日発生した大阪北部地震で倒壊した

ブロック塀の下敷きになり、犠牲者が発生したこと

を受けて実施した緊急点検で本校敷地内でも倒壊

の可能性のあるブロック塀が存在することが判明

しています。 

写真のように校舎西側テニスコートのフェンス

の外側（徳の湯側）部分です。ほとんど生徒は通行

しない場所ですが、高さ制限を１ブロック分高くな

っていることや老朽化がみえており、強い地震が発

生した際に、倒壊の危険があると指摘されました。 

テニスコートのフェンスがあるために道路側に

崩れる可能性があることを認識し、安全管理に努め

たいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

勉強とは将来の選択肢を

広げるためにやるもの 

 

最後に

人生にとっての失敗は

人のせいにしたり

言い訳をして

何もしないこと

 


