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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

＜大会～女子バスケットボール＞

≪先輩方の伝統を引き継ぎます！≫
９月２７日（金）～２９日（日）の３日間、下都賀地区内各会場において、運動部活動の「栃

木県中学校新人体育大会下都賀地区予選」が開催され、本校各部の部員達も参加しました。３年
生部員の引退後、新チームで臨む初めての大きな大会でしたが、各部とも、これまで経験したこ
とのない強い緊張感を感じるとともに、後輩達の応援に駆け付けた３年生の姿などを励みに、精
一杯の力を発揮することができたようです。結果は下記のとおりです。県大会への出場を決めた
部は、１０月１８日（金）から始まる大会に参加します。地区大会同様、保護者の皆様の応援を、
どうぞよろしくお願いいたします。
【大会結果】

陸上競技 １年１００ｍＨ第２位 石﨑 希 ソフトテニ 団体１回戦 ３－０ 東陽中 勝ち
女子総合 〃 走り幅跳び第１位 渡辺 琉月 ス女子 〃 ２回戦 ２－１ 小山城南中

第３位 ２年１００ｍ第１位 団体第５位 勝ち
・２００ｍ第２位 伊藤 愛華 県大会出場 〃準々決勝 １－２ 石橋中 負け

２年１００ｍＨ第２位 稲葉 美海 敗者復活① ２－０ 乙女中 勝ち
共通女子４×１００ｍＲ第２位 〃 ② ２－０ 南河内二中

※以上６種目県大会出場 勝ち
１年１００ｍ第３位 小野寺 泰江 個人 伊東 月・松本 千瀬ペア
２年８００ｍ第３位 齋藤 諒 準優勝 県大会出場

野球 １ 回 戦 ２－１ 壬生中 勝ち 卓球男子 団体予選リーグ
ベスト８ ２ 回 戦 ７－２ 野木二中 勝ち 団体優勝 ３－０ 間々田中 勝ち

準々決勝 ２－３ 石橋中 敗退 県大会出場 決勝トーナメント
１回戦 ３－０ 南犬飼中 勝ち

サッカー ２ 回 戦 ０－０ 桑中 勝ち ２回戦 ３－１ 都賀中 勝ち
第３位 （ＰＫ４－２） 決勝リーグ ２勝１敗

準々決勝 ０－０ 栃木東中 勝ち ３－０ 石橋中 勝ち
（ＰＫ１０－９） ３－２ 栃木西中 勝ち
準 決 勝 ０－１ 小山中 負け ２－３ 南河内二中 負け
代表決定 ０－１ 間々田中 負け 個人シングルス

太田 聖斗 優勝
バスケット １回戦 ５３－７４ 大谷中 敗退 玉野 結希 ベスト１６
ボール男子 ※以上２名県大会出場

同ダブルス
バスケット １回戦 ３７－４８ 大谷中 敗退 太田・玉野ペア 優勝
ボール女子

卓球女子 団体予選リーグ
バドミント 団体１回戦 ０－２ 間々田中 負け 団体第３位 ３－２ 間々田中 勝ち
ン 〃敗者復活 １－２ 小山城南中 敗退 県大会出場 決勝トーナメント

個人 波多野 心奈・松沢 由佳ペア １回戦 ３－１ 都賀中 勝ち
ベスト１６ ２回戦 ３－２ 絹義務 勝ち

決勝リーグ ３敗
バレーボー 予選リーグ 敗退 ２－３ 栃木西中 負け
ル ０－２ 都賀中 負け ２－３ 小山城南中 負け

１－２ 豊田中 負け ２－３ 南犬飼中 負け
個人シングルス

ソフトテニ 団体２回戦 ２－１ 岩舟中 勝ち 梅田 依茉 ベスト８
ス男子 〃準々決勝 ２－０ 小山中 勝ち 児珠 清華 ベスト１６
団体第３位 〃準決勝 ０－２ 南河内二中 敗退 ※以上２名県大会出場
県大会出場 個人 池田 遥空・峯 一誠ペア 同ダブルス

第３位 県大会出場 梅田・児珠ペア ベスト８



柔道男子 団体予選リーグ 剣道男子 団体予選リーグ
団体準優勝 ４－１ 岩舟中 勝ち 団体第３位 ３－０ 間々田中 勝ち
県大会出場 ３－２ 石橋中 勝ち 県大会出場 １－１ 栃木西中 本数勝ち

決勝トーナメント 決勝トーナメント
準決勝 １－１ 小山三中 勝ち 準々決勝 ２－１ 小山城南中 勝ち

（代表勝ち） 準 決 勝 ０－３ 壬生中 敗退
決勝 ０－４ 國學院栃木中 負け 個人 有賀 樂・廣重 颯太

個人 ベスト３２ 県大会出場
古川 涼彗 準優勝
狩野 竜也・芝山 大空 第３位 剣道女子 個人 菊地 穂香

※以上３名県大会出場 ベスト３２ 県大会出場

水泳競技 １００ｍバタフライ第１位・同２００ｍ第１位 瀧澤 悠太
５０ｍ自由形第１位・同１００ｍ第３位 奈良田 実亜

９月５日 ５０ｍ自由形第４位・同１００ｍ第５位 若林 春陽
（木） ※以上３名６種目県大会出場

【栃木県中学校新人水泳競技大会の結果】

◆９月２１日（土）・栃木県立温水プール館
１００ｍバタフライ第２位・同２００ｍ第２位 瀧澤 悠太
５０ｍ自由形第４位・同１００ｍ第８位 奈良田 実亜
５０ｍ自由形・同１００ｍ出場 若林 春陽 ＜大会～サッカー部＞

≪音楽を通して、良い交流ができました！≫
９月３０日（月）、栃木市栃木文化会館大

ホールにおいて、「下都賀地区小中学校音楽
発表会 中学校の部」が開かれました。本地
区には、公立中学校並びに義務教育学校
（後期課程）が計３３校ありますが、当日
は、合唱の部に１７、合奏の部に２６の学
校が参加しました。
本校からは、３年生３０名からなる選抜

合唱団（ＫＣＢ）と吹奏楽部がそれぞれの
部に参加し、『雲の指標』並びに『「マクベ
ス」より Ⅰ．ダンカン王の死』の曲を発表 ＜心を１つに！＞ ＜もうすぐ本番！＞
しました。吹奏楽部は７月末の「県吹奏楽コンクール」以来、そして、ＫＣＢは初めての公の場での発
表となりましたが、いずれも自らの力と技を最大限に発揮した素晴らしいものでした。発表後の生徒達
の姿にも、大きな達成感を見て取ることができました。また、当日は、普段中々機会のない、他校生徒
の発表を聴いたり、生徒間の交流を図ったりする良い機会ともなりました。それにより、自分達の合唱
や演奏を改めて再確認することができたようです。
審査の結果、合唱・合奏共に「優秀賞」を受賞し、さらにＫＣＢは、「県推薦」を得て、１０月２８

日（月）開催の「県学校音楽祭中央祭 合唱の部」に出場することになりました。
（※音楽関係の地区以上の大会では、著作権等の関係により、演奏中の会場内写真の撮影は禁じられて
います。そのため、演奏前後の会場外の写真を掲載しました。）

≪研修とともに、親睦を大いに深めました！≫
１０月１日（火）、ＰＴＡ希望者をはじ

め、ＰＴＡ本部役員、校長等２４名の参加
により、恒例の「ＰＴＡ研修旅行」が実施
されました。今年度は、茨城方面が研修先
となりました。
まず、守谷市にあるアサヒビール茨城工

場を見学しました。当工場ガイド職員の案
内により、①原料調達へのこだわり、②複
雑な製造工程③徹底したリサイクル等、環
境問題への積極的な取組等を研修しまし
た。また、全国に８つあるアサヒビール工場 ＜熱心に聴き入ります！＞ ＜はい、ポ～ズ！＞
の中でも最も大きな当工場の各施設・設備の威容に圧倒されました。
その後、つくば市に移動し、昼食をとった後、コストコつくば倉庫店を見学しました。各自買い物を

しながら、①大規模商業施設の実態、②会員制販売システムの仕組み等について研修しました。
研修委員の皆様の綿密な企画・準備により、大変中身の濃い研修となったばかりでなく、参加者であ

るＰＴＡ会員相互の親睦も大いに図ることができました。大変お世話になり、ありがとうございました。


