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部活動局

市総体の結果発表！
☆ 野 球 【パート２位】 バスケットボール男 バスケットボール女

準決勝 〇 北西 ８－３ 上条 ．１回戦 ● 北西 ２７－９７ 東 1 回戦 ●北西２２－６３ 南

決 勝 ● 北西 ２－３ 西

代表決定戦 ○ 北西 ４－０ 附属

☆卓球男子 【３位】 ☆卓球女子 【準優勝】

☆ サッカー【２位パート優勝】 予選リーグ 〇北西 ３－０ 駿台 予選リーグ ○北西 ３－１城南

予選リーグ● 北西 ０－０駿台 〇北西 ３－０ 南西 ○北西 ３－０南

(P K１-２) 〇北西 ３－０ 学院 ●北西 ０－３附属

2 位トーナメント 〇北西 ３－１ 城南 準決勝 ○北西 ３－０南

〇 北西 ２－０ 北東・富竹 ●北西 １－３ 附属 決 勝 ●北西 ０－３附属

決勝 〇 北西 １－０ 上条 準決勝 ●北西 ０－３ 富竹

☆ソフトボール 【準優勝】 ☆ソフトテニス男【５位】 ソフトテニス女

○ 北西１６×－１ 城南 １回戦 〇 北西 ２－１ 南 １回戦 ○北西 ２－１ 南西

決勝 ● 北西 ０－１１× 南 ２回戦 ● 北西 １－２ 附属 2 回戦 ●北西 ０－３ 笛南

5 位決定戦 〇 北西 ２－１ 北東

☆ バレーボール 【３位】

予選リーグ○ 北西 ２－０ 北東 ☆剣 道 柔道

○ 北西 ２－０ 駿台 ☆男子団体 【５位】 ☆－ 60㎏級 野口京弥≪準優勝≫

○ 北西 ２－０ 東 ☆女子団体 【準優勝】 － 55㎏級 一瀬 蓮 ≪３位≫

準決勝 ● 北西 ０－２ 南 決勝 ● 北西 ２－２ 城南

３位決定戦 ○ 北西 ２－０ 城南 （本数差による） ☆陸 上（個人の記録は裏面に）

女子個人 共通男子 【総合４位】

☆坂本 陽花 ≪準優勝≫ ２年男子 【総合５位】

☆本田 綾歌 ≪４位≫

☆水 泳

男子総合 【６位】14点
女子総合 【優勝】55点

☆テニス

☆男子シングルス 髙橋直生≪ベスト８≫ ☆女子シングルス 井上夏翠 → 陸上と水泳の個人記録は，裏面に

１回戦 ○ 髙橋 ４－０ 城南 １回戦 ○ 井上 ４－１ 上条 あります。

2 回戦 ○ 髙橋 ４－０ 上条 2 回戦 ● 井上 ０－４ 北東

3 回戦 ○ 髙橋 ４－３ 東 ☆の部は、県総体出場です

準々決勝 ● 髙橋 １－４ 南

躍 進



《陸上個人記録》入賞者

共通男子 共通女子

砲丸投 ☆大森 幹大 ≪優勝≫ 100㍍ ☆矢ヶ崎来瞳 ≪優勝≫

〃 若林 広大 ≪７位≫ 200㍍ ☆矢ヶ崎来瞳 ≪優勝≫

110㍍ H ☆笠原 拓海 ≪２位≫ ２年女子

４× 100㍍Ｒ☆ 伊藤、若林、笠原，中島≪３位≫ 走幅跳 樋川 柚花 ≪７位≫

3000㍍ 篠原 佳登 ≪５位≫ １年女子

400㍍ 小西 悠利 ≪６位≫ ４× 100㍍Ｒ 窪田・藤原・青柳・竹田≪７位≫

1500㍍ 山田 遊斗 ≪７位≫

200㍍ 伊藤 大智 ≪７位≫

〃 中島 甲斐 ≪８位≫

２年男子

走幅跳 ☆河西 将生 ≪優勝≫

走高跳 ☆河西 将生 ≪優勝≫

110㍍ H 清水 皓太 ≪５位≫

１年男子

走幅跳 小林 豪 ≪８位≫

《水泳個人記録》入賞者

男子 100mバタフライ 西山洸司郎≪２位≫ 女子４× 50㍍ﾌﾘｰＲ 保坂、矢ヶ崎、倉田、成島≪優勝≫

男子 50m平泳ぎ 遠藤 榛来≪２位≫ 女子４× 50㍍メドレーＲ 保坂、倉田、成島，矢ヶ崎≪優勝≫

男子 100m平泳ぎ 遠藤 榛来≪３位≫ 女子 50m平泳ぎ 保坂 咲羽 ≪優勝≫

女子 200m個人メドレー 保坂 咲羽 ≪優勝≫

女子 50mバタフライ 成島 夕愛 ≪優勝≫

女子 100mバタフライ 成島 夕愛 ≪優勝≫

女子 100m平泳ぎ 矢ヶ崎楓来 ≪２位≫

〃 倉田 芽唯 ≪３位≫

女子 50m平泳ぎ 倉田 芽唯 ≪４位≫

女子自由形 50m 矢ヶ崎楓来 ≪６位≫

選手の皆さん、市総体お疲れ様でした。

各部の様子を聞くと、結果に満足している部、そうでない部、それぞれだと思います。県大会

に行けず、３年生が引退する部もあります。しかし、これまでの取り組み、当日の戦いは全員が

全力プレーをできたと思います。結果はどうであれ、そのことが大事であり、次の活動への大き

な力となると思います。

これから関東大会や全国大会を目指す部と、２年生が中心となって活動する部がありますが、

それぞれ共に頑張っていってほしいと思います。全校生徒全員で精一杯応援していきましょう。

部活動局局長 小田切 嵐


