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赤穂市中学校総合体育大会の記録
※９位まで西播大会出場剣 道 男子ソフトテニス赤穂中学校 7/1

赤穂海浜公園テニスコート 7/1.2男子個人〔１年生〕 １位 井上 晴矢
２位 髙田 誠也 団体 ３位

〔３年生〕 ３位 谷口 翔大 個人 ２位 清水良将・中村謙信 組
女子個人〔１年生〕 １位 片岡 三咲 ３位 市瀬大聖・久保彰広 組

※９位まで西播大会出場柔 道 女子ソフトテニス赤穂市民総合体育館武道館 7/2
赤穂海浜公園テニスコート 7/1.2男子団体 ２位

男子個人〔66kg超〕 ３位 川島 幸也 団体 １位 桃井・真殿、畑中・木下
女子団体 ２位 岸田・平山、清原・沖
女子個人〔48kg〕 １位 竹内 絢音 個人 １位 桃井璃子・真殿涼子 組

〔57kg超〕 ３位 鳥島 楓 ３位 畑中望愛・木下茉凜 組
赤穂市民総合体育館 7/1 赤穂城南緑地陸上競技場 6/24女子バレーボール 陸上競技

①赤穂西・有年 ２－０ 赤穂 （男子）松﨑 碧羽 １年 100m １位
②坂越 １－２ 赤穂東 藤原 颯汰 １年 100m ２位
③赤穂西・有年 ２－０ 赤穂東 共通砲丸投げ ３位
④坂越 ２－０ 赤穂 村上 洸士 ２年 100m １位
⑤赤穂東 １－２ 赤穂 山本 秀 共通 200m ２位
⑥赤穂西・有年 ２－０ 坂越 共通 400m １位◎

谷 友貴 共通3000m ２位女子卓球赤穂市民総合体育館 7/1
団体 ３位 細谷 魁聖 共通110mH ３位

共通四種競技 ３位水泳競技 赤穂市民総合体育館室内プール 7/2
（男子）溝口 晃太 200m自由形 ２位 山田陽向汰 共通走高跳 １位

200m背泳ぎ ２位 山本 琉斗 共通三段跳 ３位
小川 聖雄 400m自由形 １位 出井 愁二 共通砲丸投 １位

200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ２位 共通円盤投 １位
田淵 康介 100m平泳ぎ ３位 ・低学年 4×100mR １位

200m平泳ぎ １位 山本 琉斗、藤原 颯汰
・400mﾌﾘｰﾘﾚｰ ３位 松﨑 碧羽、村上 洸士

小川、田淵、宮本、溝口 ・共通 4×100mR ３位
・400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ３位 那木 大介、細谷 魁聖

溝口、田淵、小川、宮本 山田陽向汰、山本 秀
（女子）舩本 愛子 50m自由形 １位◎ （女子）瀧谷 桜 １年 800m ２位

100m自由形 １位◎ 寺田 聖菜 共通100mH ２位
髙坂仁衣奈 50m自由形 ３位 松原 未空 共通走幅跳 ２位

100m平泳ぎ ２位 ・低学年 4×100mR ３位
河村 凜 100m背泳ぎ １位 神田 陽南、小林 華奈
池田 美憂 100m背泳ぎ ３位 宮元 花夏、本庄 令奈

200m背泳ぎ １位 ・共通 4×100mR ３位
・400mﾌﾘｰﾘﾚｰ １位 髙木萌々子、岡村 祐果

舩本、河村、髙坂、池田 山手 理乃、濱本 愛梨
・400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ １位 （総合）男子２位、女子３位、男女総合３位

野 球池田、河村、舩本、髙坂
城南緑地公園野球場 7/2（総合）男子３位、女子２位、男女総合３位

坂越中 １－０ 赤穂中
赤穂西中学校体育館 7/1サッカー 男子バスケットボール

赤穂中 67－64 赤穂西中 １位赤穂海浜スポーツセンター 7/1
赤穂西中 ２－１ 赤穂中 スリーポイントシュート

１位 津原 一樹
３位 井上瑛太郎◎大会新記録
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「学校だより」 文責 校長（平 井 正 彦）



＜出場しない種目を含む＞【西播地区総体】 ７月１５日（土）～１６日（日） 会場案内
□ ・太子町総合公園陸上競技場 □ ・赤穂城南野球場陸上競技 軟式野球
□ ・赤穂海浜公園テニスコート □ ・播磨光都サッカー場ソフトテニス サッカー
□ ・佐用町立上月体育館 □ ・上郡町総合体育館卓球 柔道
□ ・ □ ・赤穂市民総合体育館バレーボール 剣道龍野西中学校・たつの市立体育館
□ ・相生市民体育館 □ ・赤穂市民総合体育館 Pバスケットボール 水泳競技 7/9

返事は心のかけ橋生徒のみなさんへ

先日の「赤穂市総体」の表彰集会では、各部
の顧問から、表彰される生徒の氏名が読み上げ
られましたが、何とも頼りない返事で残念でし
た。
みんなの時間を使って「壮行会」を行い、即

席の応援団とはいえ、練習やリハーサルまでし
た生徒会役員たちも、きっと同じ思いだったで
しょう。

表彰される人は、総体への出場
者全員ではありません。勝ち抜い
た一部の生徒だけです。また、出
場できない生徒は、荷物運びや、大きな声での
応援、そして、弁当やお茶の準備と応援をして
くれた親、大会の準備や運営や審判などの競技
役員をしながら指導と応援をしてくれた先生や
コーチなど、多くの人の関わりがあって手にし
た表彰状です。

表彰状には、もらう人を支えている多くの人
の願いや思いが詰まっています。でも、もらえ
るのは表彰状に名前が書かれている人だけで
す。表彰されるときは、その人たちへの感謝の
気持ちを込めて、返事してください。それが、
人の道です。

きっと、大きな声で返事するこ
とが照れくさいと感じ、分かって
いてもできない人がいると思いま
すが、表彰されるときは、感謝の気持ちを返事
で伝えるのです。しっかりとした、歯切れの良
い、爽やかな返事を聴いて、応援してくれた多

、 。くの人は さらに大きな拍手で応えてくれます
こういうことを繰り返すことで、人の気持ちは
つながっていきます。
返事は心のかけ橋です。頼りない、元気のな

い返事は、表彰状には似合いません。

に注意！！
不安定な天候が続き、急激な気温上昇など、体３年生 山 本 秀 (陸上競技部)

調への影響が心配されます。部屋の中に居るとき
◆中学校通信陸上競技兵庫県大会に出場し、 も熱中症に気をつけて下さい。部活動中は、水分
共通男子400m予選で、51"27の記録を出し、 や塩分の補給、適切な休憩など、無理のない練習
全日本中学校陸上競技選手権大会への出場資 メニューへの切り替えに留意しておりますが、ご
格となる標準記録(51"60)を突破したため、 家庭で、朝、次のような症状が見られ、気になる
全国大会への出場が決まりました。 ときは、学校へ連絡を入れ、休ませるなど、早め
◆心身のコンディションをレース に対応してください。
にあわせて調整し、ラスト75mで

○熱中症の症状＜軽度＞踏ん張れる力をさらに伸ばそう。
がんばれ！ ・手足のけいれん

・めまい、呼吸数の増加
○熱中症の症状＜中度＞【全国大会】

・平成29年8月19日（土）～8月22日（火） ・頭痛、めまい、嘔吐、吐き気、失神
◎応急処置・熊本県民総合運動公園陸上競技場

〔えがお健康スタジアム〕 ・涼しいところで休む
・体を冷やす（太い血管部）
・水分、塩分の補給（少しずつ）

（メッシュ状の生地へ）半袖体操服の生地が変わります
◆デザイン、価格は変更ありません（生地の変更のみ）

、 （ ）◆新体操服は 平成30年２月１日から販売を開始します 各指定店
、 （ ）※現体操服は 平成30年３月３１日で販売を終了します 各指定店

※新体操服への切り替え時期などの設定はありません


