
 

 

 

 

 

 

     

 

９月１５～１７日にかけ、１・２年生による青森市中体連秋季大会（新人戦）が開催されました。残念ながら３日目に 

勝ち残る競技はなく、３日目は補助員以外プリント学習になりましたが、悔しさを胸に刻み、今後の糧にしてほしいと

思います。 

 団体優勝 体操女子総合 

準優勝 卓球男子 卓球女子 新体操 陸上競技男子総合 

  第３位 ソフトテニス１年団体 ソフトボール（合同Ｔ） 

    水泳男子総合 バドミントン男子団体 

 
 陸上競技  男女総合４位 

男子  ２年男子総合２位    １年男子総合 ７位   
  共通 ４×１００ｍ リレー １位 （澤谷 舟山 久米田 青木） 

   １年１５００ｍ 第１位 田谷修平 ４分３９秒３４  ２年砲丸投  第１位 小山陽冬１０ｍ９２ 

   共通 ４００ｍ 第２位 舟山龍之介 ５７秒６６   ２年２００ｍ 第２位 澤谷 耀 ２４秒８５ 

２年 １００ｍ 第４位 久米田航暉 １２秒１５      （以上６名 県大会出場） 

                             

   ２年 走高跳 第３位 山田蒼士 １年砲丸投 第６位 藤本貴良 １年 ２００ｍ 第８位 八木橋 康 

    １年 走幅跳 第８位 福原裕真    １年４×１００ｍリレー 第６位（田谷 八木橋 笹舘 成田） 

 

女子  ２年女子総合６位    １年女子総合５位 
   共通４×１００ｍ リレー １位 （鈴木 平木 佐藤 三上） 

   １年 ２００ｍ 第１位 渡部宏美 ２９秒１４   ２年 ２００ｍ 第１位 平木 陽 ２６秒１９大会新 

   ２年 ８００ｍ 第１位 三上 雛 ２分２４秒１４ １年 砲丸投  第２位 小島 莉子 ７ｍ０５ 

１年 １００ｍ 第３位 鈴木 凜 １３秒９５      （以上６名 県大会出場） 

 

２年 １５００ｍ 第３位 佐藤園和    １年 走幅跳 第６位 山崎愛智花 

    

  卓 球   男女ともあっぱれ！！ 

       男子団体 準優勝  
  （今井宏志郎 工藤一暉 渡辺礼大 藤田温大 田中優貴 穐元酉宮 籏谷拓真 沢目文弥） 

       個人 田中優貴 第３位  今井宏志郎 第１７位  

 

 

 

 

 

       女子団体 準優勝 
  （佐々木美緒 對馬華音 濱田純音 山田望叶 福田ゆかり 及川未来 近藤ひかり 對馬愛音） 

       個人 及川未来 第９位  

                               （以上１６名 県大会出場） 

   

    

夢を目標に 
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予選リーグは校数の関係で他のリーグより１試合多く戦い、西、佃、沖館、浪打の４校に勝ち１位通過。 

決勝リーグ進出をかけた決勝トーナメントで甲田に勝利し、決勝リーグ進出。決勝リーグでは優勝した青森 

山田に惜敗したものの、油川に３－２、浦町に３－１と勝利し、準優勝。 

 

 女子も予選リーグで新城、浪岡を破り１位通過をし、決勝リーグ進出をかけた決勝トーナメントで戸山を３－

２で撃破し、決勝リーグに進出。優勝した西には惜敗したものの、甲田、佃に勝利し、準優勝となりました。特

筆すべきは予選の新城以外、勝利した学校にはすべて３－２という勝負強さを見せていたことでした。 

 



 バドミントン  男子 団体３位 
  団体戦 ２回戦 対甲田 ２－１勝利  準決勝 対 浪岡０－２惜敗 

  個人戦 １年シングルス 第５位 小枝智哉  ベスト１６ 奥田和也  

      ２年シングルス 第５位 門間千隼 

      ２年ダブルス  第５位 和田紅太・齋藤大幹 ベスト１６ 一戸大介・対馬楓太 

                           （以上６名 県大会出場） 

         女子 
  団体戦 １回戦 対西 ２－１勝利  準々決勝 対 油川０－２惜敗 

  個人戦 ダブルス ベスト１６ 佐藤心咲・山田悠莉 

  個人戦 １年シングルス 第５位 成田 楓   第５位 貝森杏菜 

                    （以上４名 県大会出場） 

 ソフトテニス  １年男子団体 第３位 

  準々決勝 対 新城３－０ 勝利   準決勝 ０－２ 佃 

（松木崚太郎 金枝悠斗 越田健太郎 齋藤陸斗 中村碧泉 澤田海門 三浦龍二 小井圡直飛人） 

  ２年男子団体戦 １回戦 対  南 ０－３ 惜敗   

１年女子団体戦 ２回戦 対 沖館 １－２ 惜敗 

２年女子団体戦 ２回戦 対 浦町 ０－３ 惜敗 

           

器械体操  女子団体優勝 

  男子   個人総合 第１位 長内玲温  第２位 武井陽和 

        種目別  鉄棒 跳馬 床 あん馬とも 第１位 長内玲温  第２位 武井陽和 

  女子   個人総合 第１位 横山萌夏 第２位 吉永有亜彩 第３位 北田美華 

            第４位 村上朝陽 第５位 横濱夏美 

        種目別 平均台 段違い平行棒 跳馬とも 

第１位 横山萌夏 第２位 吉永有亜彩 第３位 北田美華 

            床 

第１位 北田美華 第２位 横山萌夏  第３位 吉永有亜彩 

                   （以上全員、県大会出場の権利はあるが筒中祭と重なり、出場辞退） 

 新体操 団体準優勝 

       個人 第５位 中村 暖 第６位 清水月彩 第７位 柳谷 咲      
           （団体戦は県大会出場の権利はあるが筒中祭と重なり、出場辞退） 

水 泳 男子総合３位 

     ４×１００Ｍ メドレーリレー 第２位 （木村竜 佐藤飛、鈴木、野呂） 

 男子１００ｍ 背泳ぎ 第１位 木村竜太 １分００秒７８ 大会新  
 男子２００ｍ 背泳ぎ 第１位 木村竜太 ２分１２秒７２ 大会新 

 男子１００ｍ 背泳ぎ 第２位 佐藤飛元   男子２００ｍ 背泳ぎ 第２位 佐藤飛元 

 男子１００ｍ 平泳ぎ 第２位 鈴木琉吾   男子２００ｍ 個人メドレー第２位 鈴木琉吾 

 男子２００ｍ 個人メドレー第５位 野呂奏歌 男子２００ｍ 自由形 第６位 佐藤琉生 

 男子１００ｍ バタフライ 第７位 野呂奏歌  

 女子２００ｍ 個人メドレー第３位 徳差光姫 

 

ソフトボール 第３位 （三内・浦町・古川と合同チームとして出場） 

        木立沙羅（ショート、ピッチャー） 長畑愛香 （センター） 
 野  球   １回戦 対 南 ０－４ 惜敗 

 

 バスケットボール 
  男子 １回戦 対 三内 ５５－５６ 惜敗 

   女子 １回戦 対 東  ５２－５０ 勝利  準々決勝 対 甲田 ３７－５４ 惜敗 

 

  バレーボール 

男子 １回戦  対 三内 ０－２ 惜敗 

女子  1回戦 対  三内 ２－０ 勝利  準々決勝 対 南 ０－２ 惜敗 

  
サッカー 

  1回戦 対 沖館 ３－２ 勝利   準々決勝 対 浪打 ０－２ 惜敗 

  

 剣 道 男子 予選リーグ敗退 （西、新城に惜敗） 

     女子 予選リーグ 2勝 1敗 （三内、東に勝利、南に惜敗） 

        決勝トーナメント 対古川 １－４ 惜敗  敗者復活戦 対 浦町 １－３ 惜敗  

   



 

平成３０年度 後期応援団組織 

 団長 杉山耕大   副団長 櫻庭 美咲・小林凜桜  副団長 武田夢生・柿崎璃央  

 太鼓 工藤 舞希 滝本亜也 

 幹部 坂牛遙凪  山口彩茜  畠山飛花里  三上凛子  藤田恵美  藤川真衣  𠮷永一護   

    赤石奈々  駒田優剛  神久美子  木村さくら  木谷美月  牧野心音  柿崎祐莉香 

    木村巴香  小泉恵仁子 木村愛生   三浦千夏  石垣和葉  古川真菜実 

 

第６６回 青森地区少年防犯弁論 参加      木村明夢 

福井国体派遣 ｛青森県国体選手｝        東谷亮汰 

青森市少年野球選抜チーム            林進次郎 

青森市中学生ソフトボール選抜選手        長畑愛香 

高円宮杯ＪＦＡ Ｕ－１５サッカーリーグ２０１８東北みちのくリーグ出場 須藤礼温・小田桐崇（青森ＦＣ） 

第４９回ジュニアオリンピック陸上競技青森県選抜選手 平木 陽 （女子１００ｍ、４×１００ｍリレー）  

平成 30年度全日本卓球選手権大会（カデット）県予選会 13歳以下男子シングルス 第 5位 田中優貴 

第１４回東北極真カップ空手道選手権大会 中学女子 第３位 秋吉皐杜 

 

青森県中学校新人陸上競技選手権大会 

  男子共通４×１００ｍリレー 第２位 ４７秒２４（久米田航暉 舟山龍之介 青木大夢 澤谷 耀） 

男子２年２００ｍ 第３位 ２４秒３３ 澤谷 耀   男子 1年１５００ｍ 第４位 4分 43秒 田谷修平 

男子２年 砲丸投 第５位 ９ｍ９０  小山陽冬 

 女子２年２００ｍ 第１位 ２６秒５６ 平木 陽  女子２年８００ｍ 第１位 ２分２３秒０４ 三上 雛 

 女子１年２００ｍ 第５位 ２９秒４４ 渡部宏美  女子１年１００ｍ 第８位 １４秒１９   鈴木 凜  

 

 
１学年は８月３０日に職場訪問、２学年は８月３０日、３１日の２日間に渡り、職場体験学習という形で下記の 

多くの事業所を訪問し、ご協力いただきました。現在行っているものはキャリア教育の一環として多くの学校で行 

われるようになっています。子ども達にとっては保護者や教師以外の大人の方との関わりや手伝いなどの体験が少 

なくなっており、事業所の方には仕事中にお邪魔して、対応してもらわざるを得ないので、ご迷惑だと十分承知し 

ておりますが趣旨をご理解の上、ご協力いただきました。 

1学年職場見学  

 
１年１組 青森オリンパス株式会社 

    １年２組 地方独立行政法人青森県産業技術センター りんご研究所 

【栽培部、品種開発部、病虫部】 

１年３組 ホテルニューキャッスル 

１年４組 弥生いこいの広場 

全学級  津軽藩ねぷた村 伝統工芸品作成体験 

       

     



 

 ２学年職場体験   

幸畑保育園  中央文化保育園  八ツ橋保育園  あさひ保育園  小柳保育園   認定こども園青森ひかり 

認定こども園青森白ゆり幼稚園  松森幼稚園   認定こども園油川幼稚園   聖ヤコブ幼稚園  

第二すぎのこ幼稚園 聖マリア幼稚園 青森中央学院短期大学 青森県立美術館 青森県立郷土館 青森県立図書館 

シダックス  太平ビルサービス （株）リンクモア フォトシバタ エイエスワイ 長尾印刷株式会社  

青森県総合運動公園 東洋建物管理 ＳＤフィットネス浜田店 八甲田丸 県民生協あじさい館 りんご箱 

ユニバース青森筒井店 いと福事務所兼倉庫 いと福 スポーツデポ（ＤＥＰＯ） ゼビオ（ＸＥＢＩＯ） 

（株）青森トヨペット青森南店 ジークフリート松原店 いと福製造工場 マルハチニチロ 青い森鉄道 

五代目カネシメ蕎麦処柿崎 南部屋海扇閣 辰巳館 割烹旅館「さつき」 青森ケーブルテレビ（ＡＣＴＶ） 

青森県警察学校 自衛隊青森地方協力本部 青森県消防学校 ヘアースタジオクラップ ヘアールースおさむ 

美容室フォルツェアーアンビエンテ 伊藤光建設 藤聖母園デイサービスセンター 社会福祉法人青空会筒井館 

社会福祉法人青空会浜田館 デイサービスセンタービバイン松原 青森県コロニー協会セルプステーション青森 

安生園 青森県立動物愛護センター ダイヤモンドケンネル  青森愛犬美容専門学校 

 
       

 

１０月３日（水）、小野寺市長はじめ、市内各中学校代表や筒井小・筒井南小生６年生、地域の方々をお招きして、

今年８月に岩手県釜石市へ派遣された生徒８名が『同じ東北の地で起きた艦砲射撃や津波の爪痕』を目の当たりにして

学んだ教訓を報告しました。市長の宿題であった戦争と災害の共通点と相違点をしっかり捉えた発表に感心しました。 

本校生徒は平和コンサートとして、全校合唱「絆」と吹奏楽部及び鈴木先生のアンサンブルで「糸」を披露しました。

集いを終え、帰られる市長は「感動の涙がでそうだった」というお褒めの言葉をいただきました。 

さあ、この調子で筒中祭も頼むぜ！！ 
         

  小野寺市長のあいさつ    本校の佐藤君「教訓を語り継ぐことが大切」 小学生も緊張した様子でした 

 
         

事業修了証書をいただいた８名の代表   全校合唱「絆」      吹奏楽アンサンブル「糸」 

 

 
    

    
 

  教訓

 

筒井地区敬老会 
９月２２日（土）、恒例の敬老会が本校体育館

で開催されました。 

 今年は生徒会、吹奏楽部以外にも家庭部、

美術部の生徒もボランティアとして参加し会

の運営を支えました。 

 

 


