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学校教育目標
・意欲を持ち 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

９月９日の運動会に、たくさんのお客様においでいただいたことに感謝申し上げます。ありが
とうございました。お陰様で、生徒達は大きな声援の中、精一杯競技をすることが出来ました。
国分寺中学校は、教育活動全体で「感動と感化の学校行事の継承」を心掛けて取り組んでいま

す。合唱コンクールでもそうであったように、３年生が中心となって学校行事を作りあげていま
す。各団のマスゲームでは、夏休み前から３年生がその動きを、何度も何度も話し合いながら練
り上げ、そして、動きが完成すると、３年生が下級生に丁寧に教えました。
夏休みが終わってから実際の練習が始まりましたが、与えられた期間は実質わずか５日間でし

た。所々、準備不足を思わせる場面もありましたが、短期間にもかかわらず生徒達は十分力を発
揮してくれたと考えています。３年生は、国分寺中の伝統を確実に引き継ぎ、２年生は、来年に
向けてリーダーとなる自覚をきちんと持ってくれました。また、１年生は運動会を通して、国中
生になったことを今まで以上に実感したことでしょう。
各種の大会で活躍した国中生
今年の夏の大会を振り返り、素晴らしい成績を残したことを改めて実感しました。関東大会で

は、野球部や柔道部、陸上部、水泳部、新体操部が活躍しました。また、全国大会においても、
野球部をはじめ、柔道部や陸上部の選手が活躍しました。そして、囲碁では田口君が活躍しまし
た。
他にもソフトボール部が何十年ぶりに下都賀地区の中学校としてベスト８に入るという快挙を

成し遂げました。この紙面では紹介しきれないほどの活躍がありました。生徒達はこの夏の経験
を通して、人としても成長したように感じています。
県大会結果報告

陸上競技 ８００ｍ 第３位 木村 柔 道 男子団体 第３位
１５００ｍ 第６位入賞 木村 予選リーグ ３勝
棒高跳び 第８位入賞 橋本 決勝リーグ

１年男子４×１００ｍＲ第５位入 準々決勝 ３－２ 厚崎 勝利
賞（嘉久和、井元、西松、江田） 準決勝 １－４ 協和 敗退

女子団体 準優勝
２回戦 ３－０ 厚崎 勝利

女子バスケ １回戦 ６１－４１足利西 勝利 ３回戦 １－１ 協和（内容勝）
ットボール ２回戦 ３８－８１陽南 敗退 準決勝 １－１ 益子（代表戦

勝ち）
ソフトボール １回戦 ２８－０ 真岡 勝利 決勝 １－２ 足利一 敗退

２回戦 ８－２ 東那須野 勝利 男子個人
３回戦 ０－９ 厚崎 敗退 優勝 伊藤

ベスト８ 第３位 稲葉
女子個人

剣 道 １回戦 ３－１落合 勝利 優勝 馬場
２回戦 １－４陽南 敗退 準優勝 河原

第３位 野澤
女子ソフト 団体 第３位 福田
テニス １回戦 ３－０ 東那須野 勝利

２回戦 １－２ 鬼怒 敗退 水 泳 ２００平泳ぎ第５位 瀧澤
個人 １００平泳ぎ第７位 〃
伊澤・淀縄ペア １回戦敗退 ５０ｍ・１００ｍ自由形
松本・篠崎ペア ２回戦敗退 中田 予選敗退

５０ｍ 自由形 関口 予選敗退
男子ソフト 個人
テニス 中山・松沼ペア １回戦敗退

贄田・宮川ペア ３回戦敗退



関東大会・全国大会結果報告

関東柔道 全国陸上 ８００ｍ 木村予選敗退
男子団体 １回戦１－４ 国士舘 敗退
女子団体 １回戦１－２ 田島 敗退 全国野球 １回戦 ２－１高知 勝利
男子個人 伊藤 ２回戦敗退 ベスト８ ２回戦 １－２西京ビックスター
女子個人 河原 １回戦敗退 ズ 敗退

馬場 １回戦勝利
２回戦敗退 ベスト８ 全国囲碁 文部科学大臣杯少年少女全国大会

全国柔道 （齋藤、田口、大野）予選敗退
男子個人 伊藤 ２回戦敗退 個人第４位 田口
女子個人 馬場 １回戦敗退

関東水泳 １００ｍ２００ｍ平泳ぎ 関東新体操 団体 ２２位
瀧澤亜悠加 決勝進出ならず 個人 ３３位 高瀬

３年生が引退し、いよいよ１、２年生の新チームが地区大会に出場しました。試合会場を巡回
してみると、生徒達の緊張が伝わってくるようでした。新チームも、１年生チームの女子バスケ
ットボール部が初戦を突破したり、野球部が準優勝したり、大いに活躍してくれました。生徒達
には、勝ち負けだけにこだわることなく、成長の機会ととらえて努力してもらいたいと願ってい
ます。
地区新人大会結果報告

陸上競技 ４００ｍ 第２位 犬飼 県出場 卓球男子 男子団体
２００ｍ 第２位 江田 県出場 決勝トーナメント
１１０ｍH 第２位高橋 県出場 １回戦 ２－３ 都賀中 敗退
８００ｍ 第２位 橋本 県出場 個人 竹井 県大会出場

野 球 １回戦 ６－０ 桑 中 勝ち 卓球女子 女子団体
(準優勝) ２回戦 ４－０ 南河内中 勝ち 予選リーグ敗退

準々決勝 ３－０ 東陽中 勝ち ２－３ 壬生中 敗退
準決勝 ７－０ 栃木西・東中 ０－３ 東陽中 敗退

勝ち 個人 冨田 県大会出場
決勝 １－５ 小山第三中 敗退

サッカー ２回戦 ４－０ 大平中 勝ち 柔 道 男子団体 ３位
３回戦 ０－３ 間々田中 敗退 女子団体 優勝

男子個人 ３位 村上
男子バスケ １回戦３５－１１５豊田中 敗退 ３位 手塚
ットボール 準優勝 古河

女子個人 準優勝 福田
女子バスケ １回戦 ８３－３１美田中 勝ち 優勝 大賀
ットボール ２回戦 ３２－７１乙女中 敗退 優勝 野澤

バドミントン 団体 １回戦０－２ 城南中敗退 剣 道 男子団体 準々決勝 １－４
敗復 ２回戦２－１ 寺尾中勝ち 小山三中 敗退

女子団体 予選リーグ敗退
バレーボー 予選リーグ １位通過 男子個人 新井 ベスト３２
ル ８位 決勝トーナメント 女子個人 佐藤 ベスト１６

０－２ 壬生中 敗退 有田 ベスト３２
０－２ 都賀中 敗退
０－２ 豊田中 敗退 男子ソフト 団体 ２回戦１－２ 桑中 敗退

テニス 個人 神谷・齋藤ペア
ソフトボール １回戦 ８－９ 間々田中 延長 ベスト１６ （県大会出場）

敗退
女子ソフト 団体 ２回戦 ０－３ 小山二中

水 泳 ５０ｍ自由形 ２位 中田 テニス 敗退
１００ｍ自由形 ５位 〃
５０ｍ自由形 １位 関口
１００ｍ平泳ぎ １位 〃


