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いしずえ

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

＜県大会の様子～ソフトテニス部男子＞

≪暑さを吹き飛ばすような熱戦が続きました！≫
７月２７日(金)～７月３０日(月)の４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。３年生にとっては最後の県大会、さらに、好成績を収めれ
ば関東大会や全国大会に進むことができるということで、どの競技においても、熱戦に次ぐ熱戦が繰
り広げられました。
本校の結果は、下の表のとおりとなります。団体では、野球部並びに柔道部女子が、見事関東大会

出場を決めました。個人では、陸上競技部１名と柔道部女子２名が、関東大会若しくは全国・関東両
大会へ出場することとなりました。また、既に関東大会への出場が団体と個人１名で決まっていた新
体操部は、新たに個人１名の出場が加わりました。

陸上競技 ３年４００ｍ第２位 犬飼侑樹 剣道男子 団体１回戦 １－１ 陽東中
※関東大会出場決定 代表勝ち

５１秒３１⇒※全国大会出場決定 同 ２回戦 １－２ 真岡中 敗退
３年８００ｍ第５位 小池啓斗 個人 新井陽向
３年棒高跳び第７位 木村琉暉 ２回戦敗退 ベスト３２
２年１００ｍＨ第７位 橋本磨凜
髙橋清音・海老原智陽 出場 柔道男子 団体予選Ｌ ３－２ 田 原 中 勝ち

同 ４－１ 西那須野中 勝ち
野球 １ 回 戦 ２０－１ 佐野北中 勝ち 同 ５－０ 芳 賀 中 勝ち
準優勝 ２ 回 戦 ４－１ 陽 北 中 勝ち リーグ１位
※関東大会 準々決勝 ９－２ 大 平 中 勝ち 同準々決勝 ０－５ 足利第一中 敗退

出場決定 準 決 勝 ３－０ 姿 川 中 勝ち ベスト８
決 勝 ２－４ 親 園 中 負け 個人

古川流輝・村上大地・熊倉優太
サッカー １ 回 戦 ０－１ 鹿沼東中 敗退 ２回戦敗退

手塚涼太・小林大悟 １回戦敗退
ソフト １ 回 戦 ０－１ 東那須野中 敗退

ボール 柔道女子 団体２回戦 ３－０ 益 子 中 勝ち
団体準優勝 同準々決勝 ２－１ 陽 南 中 勝ち

ソフト 団体１回戦 ２－１ 中村中 勝ち ※関東大会 同準 決 勝 ２－１ 協 和 中 勝ち
テニス男子 同 ２回戦 ２－１ 明治中 勝ち 出場決定 同決 勝 ０－２ 足利第一中 負け

同準々決勝 ０－２ 河内中 敗退 個人 大橋杏奈 優勝
べスト８ ※全国・関東大会出場決定

個人 神谷春陽・齋藤悠久ペア 福田宇 準優勝
３回戦敗退 ※関東大会出場決定

篠原 渉 ・吉田颯良ペア 野澤美祐希・大賀夏帆 第３位
２回戦敗退 倉持羽那 ２回戦敗退

卓球男子 個人ダブルス 水泳 ２００ｍバタフライ第９位 瀧澤悠太
竹井温輝・玉野夏月ペア 中田雅咲・関口波瑠・

１回戦敗退 奈良田実亜・若林春陽 出場
シングルス 竹井温輝

４回戦敗退 ベスト３２ 新体操 団体 優勝
団体優勝 個人 高瀬未怜 総合第２位

剣道女子 個人 佐藤凜奈 １回戦敗退 ※関東大会 フープ第５位・ボール第１位
出場は ※関東大会出場決定済
決定済 土谷真琴 ボール第６位

※関東大会出場決定



≪心を込めて、一生懸命作りました！≫
全国・関東大会へ出場する部活動のため

に、美術部の部員たちが、出場を祝福する横
断幕を作製してくれました。夏休み中のこと
ではありましたが、出場が決定すると直ち
に、そのデザインや作製に取り掛かり、立派
な横断幕を作り上げてくれました。
６枚の横断幕は、学校西側、道路沿いのプ

ールフェンスに掲げてありますので、近くに
お越しの際は、どうぞご覧ください。
（１０月中旬まで掛けておく予定です。） ＜作成中の様子＞ ＜掲げられた横断幕＞

≪県外中学生との試合、競技は貴重な経験となりました！≫
【関東中学校総合体育大会の結果】

○陸上競技（８／８・水、千葉県総合スポーツセンター陸上競技場）
・共通男子４００ｍ 第８位(入賞) 犬飼侑樹

○野球（８／７・火、山梨県北麓運動公園野球場～８・水、山梨県山日ＹＢＳ球場）
・１回戦 ２－１ 新町中（神奈川県） 勝ち
・２回戦 １－２ 櫛形中（山 梨 県） 敗退 ベスト８

○柔道女子（８／９・木～１０・金、東京武道館）
・個人 大橋杏奈 １回戦（神奈川県選手）勝ち ２回戦（埼玉県選手）敗退

福田 宇 １回戦（千葉県選手）敗退
・団体 １回戦 １－２ 神明中（神奈川県） 敗退

○新体操（８／６・月～７・火、栃木県立県南体育館）
・個人 高瀬未怜 フープ第１８位、ボール第２６位、総合第２０位 ２年連続県勢最上位

土谷真琴 フープ第４５位、ボール第４２位、総合第４５位
・団体 第１６位（２５チーム中）

≪市長さんへの質問は、大変緊張しました！≫
８月２０日（月）、下野市役所議場におい

て、「中学生議会」が開催されました。市内
の中学校の代表各４名が１日議員となって、
市長さんなどに対し、市政に関する質問や要
望をするというものでした。本校からは、３
年生の宮内真奈さん、梅田宗誠さん、稲葉李
月さん、そして、２年生の牧野百華さんが、
２人１組となって、質問や提言などを行いま
したが、それに対し、広瀬寿雄市長さんから
は、一つ一つ丁寧で具体的な数値等も交えた ＜質問時の様子＞ ＜全員で記念撮影＞
回答並びに、将来の市政を担う若者への励ましの言葉をいただきました。
最後の池澤勤教育長さんの講評の中で、「中学生議会」の趣旨や目的等についての話もありました

が、議会終了後、市長さんと意見交換も行ったことにより、政治や下野市政に対する理解を深めたり、
将来の有権者としての自覚を高めたりすることができたように思います。

【その他大会等の結果】

◇下都賀支部総体卓球強化練習会 ○男子団体 第３位 ○女子団体 第３位
○１年生女子シングルス ・優勝 児珠清華 ・準優勝 梅田依茉

◇下都賀支部総体水泳競技大会
○５０ｍバタフライ第１位・同１００ｍ第１位 瀧澤悠太
○５０ｍ自由形第１位 中田雅咲 ○１００ｍ平泳ぎ第１位 関口波瑠

◇栃木県春季水泳競技大会
○１年男子２００ｍバタフライ第３位 瀧澤悠太

◇野木町近県ソフトテニス大会
○男子個人 ・優勝 神谷春陽・齋藤悠久ペア ・準優勝 篠原渉・吉田颯良ペア

◇第５７回県南剣道大会 ○女子団体 第３位
○男子個人 ・３年優勝 新井陽向 ・２年第３位 手塚光太郎


