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赤穂市中学校総合体育大会の記録 基準日6/29・6/30

令和元年度 ＮＯ.６３

赤穂市立赤穂中学校 令和元年７月５日発行

「学校だより」 文責 校長（入潮 賢和）

剣 道 赤穂中学校 6/29 陸上競技 赤穂城南緑地陸上競技場 6/22

男子個人〔２年生〕 鳴瀧 良介 ３位 （男子）竹治 亮太 １年 100m ２位

〔３年生〕 井上 晴矢 １位 共通四種競技 １位

女子個人〔２年生〕 片岡 三咲 １位 廣門 汰一 １年1500m ２位

男子団体 １位 井上 晴矢、高田 誠也 宮地 倖生 １年1500m ３位

山田 皓暉、椎畑 元稀 河原 礼人 ２年 100m ３位

大田 博斗、鳴瀧 良介 共通砲丸投 ２位

水泳競技 赤穂市民総合体育館室内プール 6/30 松﨑 碧羽 ３年 100m １位

（男子）是兼 直哉 50m自由形 １位 共通走幅跳 ２位

100m自由形 １位 木村太偉至 800m ３位

山本 楓士 100m自由形 ３位 内田蒼一朗 共通1500m ２位

バタフライ １位 共通3000m ２位

高根 勇樹 100m背泳ぎ ２位 髙田 陽祐 共通110mH ２位

200m背泳ぎ １位 柴田 陽優 共通走高跳 ２位

・400mﾌﾘｰﾘﾚｰ １位 山田 魁翔 共通走高跳 ３位

、山本 共通三段跳 ３位

・400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ １位 藤原 颯汰 共通砲丸投（大会新）１位

（女子） 河村 凜 50m自由形 ２位 低学年 4×100mR １位

100m自由形 １位 河原 礼人、竹治 亮太

池田 美憂 200m自由形 １位 西岡 健斗、内田蒼一朗

共通 4×100mR ２位

サッカー 赤穂海浜スポーツセンター 6/29 松﨑 碧羽、柴田 陽優

赤穂中 １－２ 赤穂西中 木村太偉至、藤原 颯汰

（女子）粟井 茄帆 ３年100m ３位

野 球 城南緑地公園野球場 6/29 共通200m ２位

赤穂中 １－３ 坂越中 瀧谷 桜 共通800m ３位

共通1500m １位

柔 道 赤穂市民総合体育館武道場 6/30 青山 結葉 共通走高跳 ３位

男子個人 〔50kg〕 松尾 幸紀 ２位 野村 華恵 共通走幅跳 ３位

〔60kg〕 川島 朋也 １位 﨑 美愛 砲丸投 ２位

女子団体 ２位 共通 4×100mR ３位

竹内、清水、吉村 上村 若葉、粟井 茄帆

個人 〔48kg〕 竹内 絢音 ２位 野村 華恵、小林 華奈

河原 佳音 ３位 （総合）男子１位、女子３位、男女総合３位

〔57kg〕 清水 遥花 ２位

〔57kg超〕 吉村 優心 ３位 ソフトテニス 赤穂海浜公園テニスコート 6/29 7/1

女子バレーボール 赤穂市民総合体育館 6/29 男子 団体 ３位

団体 ４位 女子 団体 １位

個人 日和 真子・石黒 留依 １位

女子卓球 赤穂市民総合体育館 6/29 小田 一葉・髙岡 沙良 ３位

団体 ４位 竹下 柚那・若狹 弘実 ３位



■学校経営や教育課程など、学校

教育全体について広くご意見を伺い、学校運営

に生かしています。6/13に第１回目の会合を持

ちました。

学校評議員のみなさんです。〔敬称略〕

□清水 政幸（赤穂地区自治会連合会長）

□勝田 三好（城西地区自治会連合会長）

□釜増 利彦（赤穂保護区保護司）

□松村 裕子（赤穂・城西地区主任児童委員）

□前川 一郎（元赤穂中学校ＰＴＡ会長）

□金井 貴子（赤穂防災士の会会長）

□山本 雅康（赤穂中学校ＰＴＡ会長）

□小林かおり（赤穂中学校ＰＴＡ副会長）

２年生 関西福祉大学へ福祉体
験へ行きました 5月３１日（金）
関西福祉大学において、次の３つの目的

で福祉体験を行いました。

・ 専門的な講義を受講し、福祉について

理解を深めるとともに、ボランティア活

動の意欲を高める。

・ 体験プログラムを通し他者を思いやる

心を育む。

・ 大学のキャンパスを訪問し、将来に向

けて学ぶ意欲や興味を持つ分野の発見、

職業意欲の向上につながる体験の場と

する。

体験内容は、ガイドヘルプ体験や車いす体験、

コミュニケーション模擬体験を行いました。

体験は、大学生が学習している様子も見える

なかで行われました。大変いい経験になりまし

た。

＜女子ソフトテニス＞6/1 市学校対抗戦

赤穂中Ａ 優勝

赤穂中Ｂ ３位

＜水泳＞6/9 淡路島交流水泳競技大会

河村 凜（13～14才女子100ｍ背泳ぎ） １位

(13～14才女子50ｍ自由形) １位

＜陸上＞6/30 全国出場決定！！
全日本中学校通信陸上競技大会

兵庫県大会にて全国出場記録突破

藤原 颯汰 共通砲丸投 ２位

※梅南地区は、

7/9に開催

テーマ「ネット依存ゲーム依存
～子どもも 大人も 大丈夫？」

6月6日(木)にオープンスクール(8:35～15:30）

を実施しました。オープンスクールでは、学校

生活の参観の他に、兵庫県情報セキュリティサ

ポーターの篠原嘉一さんをお招きして親子一緒

にスマートフォン、インターネット研修を実施

しました。

近年、スマートフォンやゲーム機、コンピュ

ータ普及により大変便利な生活を送ることがで

きるようになりました。しかし、便利で有益な

ツールである反面、これらに関するトラブルが

全国的に増大している現状があります。

そこで、地区懇談会では、「ネット依存ゲー

ム依存～子どもも 大人も 大丈夫？～」と題し

て、子ども達のスマートフォンやコンピュータ、

ゲーム機のよりよい使用法や、各家庭の約束事

などの情報交換を行っていただき、これからの

生活に役立てていただきたいと

考えます。地域の先輩方や子育

ての先輩方が参加して下さいます。

是非参考にして下さい。

○ 7月1日より、「受動喫煙の防止等に関する

条例」の改正によって、学校の敷地内及び周

辺が全面禁煙となりました。体育祭などの行

事においても喫煙所を設けることができませ

んのでよろしくお願いいたします。

○ 近年、変質者による事件や交通事故などの

被害が報道されております。生徒の登下校時

間や地域での生活時間帯に子ども達に目を向

けていただき、見守りをお願いいたします。

□ 7/13(土) 西播地区総体～7/14

□ 7/16(火) 給食最終日

□ 7/17(水) 午前中授業～7/18

□ 7/19(金) １学期終業式

□ 7/24(水) 市民促教育実践研究大会

7/25(木) 県総体～7/31

□ 8/ 2(金) PTA本部役員会

□ 8/ 7(水) JRCトレーニングセンター(南但馬)～8/9

□ 8/13-15 学校閉鎖

□ 8/19(月) PTA常任委員会

□ 8/20(火) オープンハイスクール（西播地区公立高）- 8/21

□ 8/22(木) オープンハイスクール（中播地区公立高）- 8/23
□ 8/23(金) PTA全国研究大会-8/24

□ 8/25(日) PTA奉仕作業 8:30-10:00

□ 8/31(土) 市民の夕べ

□ 9/ 2(月) ２学期始業式

□ 9/21(土) 体育祭


