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いしずえ
学校教育目標
・意欲をもち 自主的に学習する生徒
・人と郷土を愛し 進んで奉仕する生徒
・健康で はつらつとした生徒

＜県総体～陸上競技＞

≪栃木県春季大会の表彰です！≫
◆栃木県中学校春季陸上競技大会
・共通男子４００ｍ第３位 江田 圭汰 第４位 井元 瑞穂

◆栃木県中学校春季柔道大会
・団体第３位 男子柔道部 ・男子個人第３位 大久保 友樹、芝山 大空
・団体第３位 女子柔道部

◆栃木県中学校春季水泳競技大会
・３年女子１００ｍ平泳ぎ第３位 関口 波瑠
・２年男子１００ｍバタフライ第２位・同２００ｍ第２位 瀧澤 悠太
・２年女子５０ｍ自由形第３位・同１００ｍ第３位 奈良田 実亜

≪下都賀地区総合体育大会の表彰です！≫
◆下都賀地区中学校総合体育大会陸上競技大会
・３年男子４００ｍ第３位 江田 圭汰 ・３年男子８００ｍ第３位 西松 涼介
・３年男子３０００ｍ第３位 石井 達也 ・共通女子四種競技第２位 橋本 磨凛
・２年男子１５００ｍ第２位・同３０００ｍ第１位 海老原 智陽
・２年女子１００ｍＨ第２位 稲葉 美海
・２年女子１００ｍ第３位・同２００ｍ第３位 伊藤 愛華
・３年男子４×１００ｍリレー第３位 ・１年女子４×１００ｍリレー第３位

◆下都賀地区中学校総合体育大会野球大会第３位 野球部
◆下都賀地区中学校総合体育大会ソフトテニス大会団体第３位 男子ソフトテニス部
◆下都賀地区中学校総合体育大会卓球大会
・団体第３位 男子卓球部 ・男子シングルス優勝 太田 聖斗
・男子ダブルス第３位 中根 弘貴・太田 聖斗ペア ・女子シングルス第３位 梅田 依茉

◆下都賀地区中学校総合体育大会柔道大会
・団体準優勝 男子柔道部 ・男子個人準優勝 手塚 涼太
・男子個人第３位 大久保 友樹、古河 流輝、池田 慶悟、坂入 有哉、芝山 大空
・団体準優勝 女子柔道部 ・女子個人優勝 野澤 美祐希、倉持 羽那
・女子個人準優勝 大賀 夏帆

◆下都賀地区中学校総合体育大会水泳競技大会
・共通女子１００ｍ平泳ぎ第３位 関口 波瑠
・共通男子１００ｍバタフライ第１位・同２００ｍ第１位 瀧澤 悠太
・共通女子５０ｍ自由形第１位・同１００ｍ第１位 奈良田 実亜

≪その他の大会の表彰です！≫
◆全日本中学校通信陸上競技大会栃木大会
・共通男子４００ｍ第７位 井元 瑞穂 ・共通男子８００ｍ第８位 西松 涼介
・共通女子四種競技第４位 橋本 磨凛 ・２年女子１００ｍ第４位 伊藤 愛華

◆下都賀地区春季水泳競技大会
・３年女子１００ｍ平泳ぎ第１位・同２００ｍ第１位 関口 波瑠
・２年男子１００ｍバタフライ第１位・同２００ｍ第１位 瀧澤 悠太
・ 〃 ５０ｍ自由形第３位・同１００ｍ第２位 若林 春陽
・２年女子５０ｍ自由形第１位・同１００ｍ第２位 奈良田 実亜

◆下都賀支部総体強化卓球大会
・団体第３位 男子卓球部 ・男子シングルス優勝 太田 聖斗
・男子ダブルス第３位 中根 弘貴・太田 聖斗ペア、落合 洸葵・玉野 結希ペア
・女子ダブルス準優勝 梅田 依茉・児珠 清華ペア

◆栃木支部中学校ソフトテニス強化大会
・団体優勝 女子ソフトテニス部



≪より上を目指して頑張りました！≫
７月２５日（木）～８月１日（木）の８日間にわたり、県内各会場

において、運動部活動の「栃木県中学校総合体育大会」が開催されま
した。今年度より、各地区大会と同じように、生徒達の健康面に留意
して開催期間を延長するなど、ゆとりのある日程が組まれました。３
年生にとっては、一試合ごとに最後の試合になるかもしれないという
ことで、誰もが最後まで決して諦めることのない、熱戦に次ぐ熱戦が
繰り広げられました。
本校の結果は、下の表のとおりです。団体では柔道部男子が、個人

では卓球部男子、柔道部女子、水泳競技部が見事関東大会出場を決め
ました。誠におめでとうございます。より上の大会を経験することで、 ＜野球～ベンチ前で＞
更なる成長を見せてくれることでしょう。

陸上競技 ３年８００ｍ第７位 西松 涼介 卓球女子 個人シングルス 梅田 依茉 敗退
３年３０００ｍ第８位 石井 達也 個人ダブルス
共通四種競技第６位 橋本 真凛 梅田 依茉・児珠 清華 敗退
２年１００ｍ第３位
・同２００ｍ第２位 伊藤 愛華 柔道男子 団体予選リーグ
江田 圭汰・海老原 智陽 団体第３位 ５－０ 鹿沼東中 勝ち
稲葉 美海 出場 ※関東大会 ５－０ 清 原 中 勝ち

出場決定 同準々決勝 ３－２ 陽 東 中 勝ち
野球 １回戦 ２－３ 陽北中 敗退 同 準決勝 ０－５ 足利一中 負け

同３位決定 ２－２ 厚 崎 中 勝ち
バドミント １回戦 １－２ 足利三中 敗退 （代表勝ち）
ン 個人戦 敗退

手塚 涼太・坂入 有哉・古河 流輝
ソフト 団体１回戦 ２－１ 陽南中 勝ち 大久保 友樹・池田 慶悟
テニス男子 同 ２回戦 ２－０ 厚崎中 勝ち

同準々決勝 １－２ 姿川中 敗退 柔道女子 団体２回戦 ２－１ 陽北中 勝ち
べスト８ 同準々決勝 １－２ 協和中 敗退

個人戦 敗退 ベスト８
浅見 柊吾・永田 雄大ペア 個人 野澤 美祐希 準優勝
池田 遥空・櫻井 元夢ペア ※関東大会出場決定
飯野 幸太・峯 一誠ペア 大賀 夏帆 敗退

ソフト 個人戦 敗退 剣道男子 団体１回戦 １－１ 氏家中 代表勝ち
テニス女子 佐藤 花・萩原 杏理ペア 同 ２回戦 ３－１ 北犬飼中 勝ち

同 ３回戦 ２－３ 陽東中 敗退
卓球男子 団体１回戦 ３－２ 陽西中 勝ち 個人戦

同 ２回戦 ２－３ 毛野中 敗退 手塚 光太郎・見山 正剛 敗退
個人シングルス
太田 聖斗 ベスト８ 水泳競技 共通２００ｍバタフライ第２位

※関東大会出場決定 ・同１００ｍ第７位 瀧澤 悠太
中根 弘貴 敗退 共通５０ｍ自由形第６位
個人ダブルス ・同１００ｍ第５位 奈良田 実亜
中根 弘貴・太田 聖斗 第３位 ※以上２名４種目関東大会出場決定
落合 洸葵・玉野 結希 敗退 関口 波瑠・若林 春陽 出場

≪「今年もやりましたぁ！」≫
７月２８日（日）、本校吹奏楽部は、宇

都宮市文化会館で開催された「第６１回栃
木県吹奏楽コンクール２０１９」の「中学
校の部Ｂ部門（３０人以下編成）」に出場
しました。昨年度のこの大会で初めて「銀
賞」を受賞できたことを励みに、部員が一
部入れ替わった今年度も、毎日熱心に練習
に励んできました。
今年度の発表曲目は『「マクベス」より

Ⅰ.ダンカン王の死』であり、舞台に上がった ＜全員で記念撮影！＞ ＜３年生、お疲れ様！＞
部員達は曲調の変化の激しい難曲を見事に演奏しました。演奏後、会場のお客さん達からも大きな拍
手をいただきました。なお、結果発表は、当日全ての学校の演奏が終わった後に行われるため、部員
や保護者の皆さんは、その後約７時間も会場で待つことになりました。結果、今年度も「銀賞」を受
賞することができました。誠におめでとうございます。
同曲の演奏は、１０月の下野市小中学校音楽祭や本校文化祭（秋輝祭）等でも行いますので、ぜひ、

楽しみにしておいてください。


