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県総体の結果発表！
野 球 剣 道 陸 上

１回戦 ● 北西 ０－２ 浅川 男子団体 共通女子 100㍍ 12"72
１回戦 〇 北西 ４－０ 上野原西 【２位】 矢ヶ崎来瞳

ソフトボール ２回戦 ● 北西 ０－５ 竜王 矢ヶ崎来 → 関東大会へ

２回戦 ● 北西 ５－ 14 浅川・石和 共通女子 200㍍ 26"65
女子団体 【ベスト８】 【３位】 矢ヶ崎来瞳

サッカー 2 回戦 〇 北西 ３－１ 明見 ２年男子 走高跳 1m55
１回戦 ● 北西 ０－４ 浅川 ブロック決勝 ● 北西 ０－５ 都留ニ 【３位】 河西 将生

５～８位リーグ△ 北西 ２－２ 双葉 ２年男子 走幅跳 5m10
バレーボール ● 北西 ０－２ 韮崎西 【８位】 河西 将生

１回戦 ● 北西 ０－２ 六郷 ● 北西 ０－３ 附属 共通男子 3000㍍ 11'34"24

ソフトテニス男 女子個人 共通男子４× 100㍍ R 48"81
１回戦 ● 北西 ０－３ 押原 坂本 陽花 予選 伊藤大智，若林広大，笠井拓海，中島甲斐

１回戦 ● 坂本 － 忍野 ２年男子 110㍍ H 21"30
卓球男子 本田 綾歌 予選 清水 皓太

１回戦 〇 北西 ３－１ 甲稜 １回戦 ● 本田 － 明見

２回戦 ● 北西 ０－３ 猿橋

水 泳 【女子総合２位】

卓球女子 50㍍平泳ぎ 32"86 400㍍フリーリレー 4'23"58
１回戦 〇 北西 ３－０ 甲稜 【優勝】 遠藤 榛来 【優勝】 保坂咲羽，矢ケ崎楓来，倉田芽唯，成島夕愛

２回戦 ● 北西 ０－３ 甲西 50㍍バタフライ 29"41 400㍍メドレーリレー 4'55"50
【３位】 西山洸司郎 【優勝】 保坂咲羽，倉田芽唯，成島夕愛，矢ケ崎楓来

柔 道 － 60㎏級 野口京弥 100㍍平泳ぎ 1'13"37 200㍍バタフライ 2'30"15
２回戦 ● 野口 一本 山梨北 【４位】 遠藤 榛来 【優勝】 成島 夕愛

100㍍バタフライ 1'05"95 100㍍バタフライ 1'04"90
テニス 男子シングルス 髙橋直生 【６位】 西山洸司郎 【優勝】 成島 夕愛

１回戦 ○ 髙橋 ６－０ 忍野 200㍍自由形 2'18"63
2 回戦 ● 髙橋 ３－６ 学院 【４位】 保坂 咲羽

400㍍自由形 4'56"96
空手 男子個人型 金丸未来【ベスト 16】 【４位】 保坂 咲羽

１回戦 ○ 金丸 － 一宮 200㍍平泳ぎ 3'06"18
2 回戦 ○ 金丸 － 都留一 【４位】 倉田 芽唯

３回戦 ● 金丸 － 東桂 遠藤、西山、保坂、倉田、成島、矢ヶ崎楓 → 関東大会へ

躍 進



８月２８日

第 58回山梨県吹奏楽コンクール
中学校部門・Ｂの部

「マカーム・ダンス」【金賞受賞】

吹奏楽部長・ 滝川 一星 さんから

７月２８日に行われた県の吹奏楽コンクールで、夢に見ていた金賞を獲る

ことができました。一緒に頑張った部員全員にとても感謝しています。また、

吹奏楽部の活動をいつも優しくご指導いただいた顧問の桑原先生、コンクー

ル当日、わざわざ会場に応援に来て下さった先生方や生徒の皆さん、練習の

送り迎えなども含めていつも支えて見守ってくださった保護者の皆様には、

本当に感謝しています。

清流祭では、吹奏楽部全員の感謝の想いを込めて演奏しますので、楽しみ

にしていて下さい。本当にありがとうございました。

関東大会 の 結果

成島夕愛さん７位入賞！（水泳・100ｍバタフライ）

水 泳 ○女子 200ｍバタフライ ○女子 100ｍ平泳ぎ
(山梨関東・甲府市) 予選４組 成島夕愛 2分 27秒 82 予選５組 矢ヶ崎楓来 1分 24秒 43

８月８日～１０日 ○女子 200m平泳ぎ 予選４組 倉田芽唯 1分 24秒 77
○女子 50ｍ自由形 予選４組 倉田芽唯 3分 06秒 12 ○男子 100ｍ平泳ぎ

予選１組 矢ヶ崎楓来 29秒 99 ○男子 200m平泳ぎ 予選６組 遠藤榛来 1分 12秒 32
○男子 50ｍ自由形 予選４組 遠藤榛来 2分 45秒 98 ○女子 100m バタフライ 【関東７位】

予選５組 西山洸司郎 27秒 44 ○ 400m自由形 決勝 成島夕愛 1分 04秒 35
○女子 4× 100mフリーリレー 予選６組 保坂咲羽 4分 51秒 55

予選３組 (保坂、倉田、成島、矢ヶ崎) 失格 ○女子 100mバタフライ
○女子 4× 100m メドレーリレー 予選６組 成島夕愛 1分 03秒 78 陸 上

予選３組 (保坂、倉田、成島、矢ヶ崎 4分 54秒 63 ○男子 100mバタフライ (千葉関東・千葉市) ８月８日

○女子 200ｍ自由形 予選４組 西山洸司郎 1分 05秒 06 ○共通女子100㍍

予選５組 保坂咲羽 2分 19秒 58 矢ヶ崎来瞳 怪我のため棄権


