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生徒会通信

Ｈ３０．１０．１９

部活動局

市新人体育大会の結果発表！
☆野 球 【３位】 ☆卓球男子 【優勝】 ☆卓球女子 【３位】

１回戦 ○ 北西 ９－１ 駿台 予選リーグ ○北西 ３－０ 駿台 予選リーグ ○北西 ３－０ 城南

(５回コールド) 〇北西 ３－１ 北東 ○北西 ３－０ 上条

2 回戦 ○ 北西 ３－２ 西 〇北西 ３－０ 学院 準決勝 ●北西 ２－３ 附属

決 勝 ● 北西 ４－５ 南 〇北西 ３－２ 附属

(特別延長) 準決勝 ○北西 ３－０ 南 ☆ 剣 道

3 位決定戦 ○ 北西 11－２ 上条 決 勝 ○北西 ３－１ 附属 ☆男子団体

(５回コールド) １回戦 ●北西 ０－４ 城南

☆男子個人

☆サッカー 池谷友祐 ２回戦敗退

予選リーグ● 北西 ０－６ 南 牧田将平 ２回戦敗退

(規定により実際の得点と異なる) 廣瀬 奏 ３回戦敗退

● 北西 ０－６(規定) 南西

(規定により実際の得点と異なる) ☆ 柔 道

☆バスケットボール男子【８位】 ☆－ 81㎏級 森澤寛人 【優勝】

☆ソフトボール １回戦 ○北西 42－ 34 北

● 北西 2－ 20 南 ２回戦 ●北西 18－ 109 城南 バスケットボール女子

● 北西 2－ 17 城南 敗者戦１回戦 ●北西 47－ 49 南 1 回戦 ●北西 12－ 80 富竹
(２回目の延長戦による)

☆バレーボール 【２位】 ７位決定戦 ●北西 43－ 45 上条 ☆ ソフトテニス女 【３位】

予選リーグ ○北西 ２－０ 上条・富竹 ２回戦 ○北西 ３－０ 北

○北西 ２－０ 北 ソフトテニス男 準決勝 ●北西 ０－２ 笛南

1回戦 ○北西 ２－０ 東 １回戦 ● 北西 １－２ 南 3位決定 ○北西 ２－１ 上条

準決勝 ○北西 ２－０ 南西 女子個人

決 勝 ●北西 ０－２ 南 ☆水 泳 （個人の記録は裏面に） ☆伊藤伶捺・横田成美 ベスト 16
（決勝は棄権による） 女子総合【３位】 33点 1 回戦 伊藤・横田 ４－３ 東

2 回戦 ４－１ 富竹

3 回戦 １－４ 附属

市新人戦が終わり，17:00 完全下校になりました。県新人戦に出 代表決定 ３－０ 附属

場する部については，合唱祭の活動と重なり練習時間がとれない 雨宮亜桜衣・萩原琉月ベスト 16
ため，大会の時期を確認しながら，部活動延長（最大で 17:15）
が特別に許可となります。いずれにしても暗くなるのが早くなっ

ておりますので，交通事故に注意すると共に，集団で下校するよ ☆は県総体出場です
うにしましょう

。

躍 進
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《陸上個人記録》入賞者 《水泳個人記録》入賞者

共通男子 女子 50mバタフライ 成島 夕愛【優勝・大会新】29.06
☆走幅跳 河西 将生 【優勝】5ｍ 21 女子 100mバタフライ 成島 夕愛【優勝】 1:.05:50
☆走高跳 河西 将生 【２位】1ｍ 50 女子 100m平泳ぎ 矢ヶ崎楓来【優勝】 1:.22:90
☆ 100㍍ 清水 皓太 【２位】 12.06 〃 倉田 芽唯【３位】 1:.24:24

女子 50m平泳ぎ 倉田 芽唯【２位】 37:38

県大会の会場と決意表明

野球部 10月 20日（土）、 昨年度の先輩方が県１位という偉大な記録を残して下さったので、その

21日（日） 経験を後輩にもつなげていきたいです。２年生６人を中心に「県１位」を

27日（土） 目標にし、まずは基本的なことからやっていき、けが人もいる中、一人ひ

【会場：南アルプスジットスタジアム】 とりが協力して目の前の試合を大事に勝ち進みたいです。 ≪佐藤 太信≫

サッカー部 10月 27日(土) 私たちにとって、新チームで出場する初めての県大会です。少ない人数

11月 4日(日) での練習も一人ひとりが自分に足りない部分を問いただし、一生懸命頑張

11日(日) っています。試合でも１，２年生、関係なく、互いを鼓舞し合い、勝利を

【会場：浅川中学校グラウンド】 勝ち取りたいです。 ≪岩田 隼弥≫

ソフトボール部 10月 20日（土） 市の新人戦での反省となった試合中のコミュニケーションを、県の大会

、27日（土） での課題にし、苦しい場面でも全員が声を出して、悔いの残らないプレー

【会場：玉穂ふるさふれあい広場】 をしていきたいと思います。市の新人戦の反省をもとに、少しでも改善し、

１勝できるように頑張ります。 ≪小泉 海≫

バレーボール部 10月 28日（日） 一人ひとりが声を出しながら笑顔でプレーすること。１点１点をみんな

11月 4日（日） で思いっきり喜び、県３位以内を６人全員の力で獲りにいく。先生、保護

【会場：玉穂中学校体育館】 者、３年生への今までの感謝の気持ちを持っていきたい。 ≪冨口 凜≫

男子バスケットボール部
まずは、初戦突破を目指し、また１つでも多 く試合ができるよう頑張り

11月 4日(日)、11日(日)、18日(日)
ます。 ≪鈴木 詩苑≫

【会場：韮崎西中学校体育館】

女子ソフトテニス部 私たち女子テニス部は「ペアを信じて最後まであきらめない。」という目

個人 11月 3日（土）団体 4日（日） 標を掲げ、県大会では弱音を吐かず、基礎を大切にして今までの練習の成
【会場：石和中央テニスコート】 果が発揮できるよう、ベストを尽くしたいと思います。 ≪雨宮亜桜衣≫

男子卓球部 団体 11月 10日（土） 全員が最後まで真剣にプレーし、応援をしたことで市優勝、そして県大

個人 11月 11日（日） 会に出場することができます。県大会でも最後まで協力し、真剣にプレー、

【会場：緑ヶ丘スポーツ公園体育館】 応援をして、試合に臨みたいです。 ≪辻 楽≫

女子卓球部 団体 11月 10日（土） 市新人戦では３位でしたが、まだまだ足りないところがあります。体の

個人 11月 11日（日） 正面やまわりのボールが苦手であったり、攻撃パターンが少なかったりと、

【会場：緑ヶ丘スポーツ公園体育館】 その部分を克服し、全員の力で勝ちたいです。 ≪綿打 悠希≫

柔道部 個人 10月 28日（日）
市新人戦で良い結果が残せた人も目標の結果にたどり着けなかった人も

【会場：小瀬武道館第２武道場】
います。県新人戦には出場できるので良い結果が残せるように頑張りたい

と思います。 ≪森澤 寛人≫

剣道部 個人 11月 3日（土）
私たち剣道部は、新人戦での結果があまり良いものではなく、先輩方の

【会場：小瀬武道場】
支えがなくなった今、自分たちの力のなさを目の当たりにしました。

県大会までの残り少ない期間の中で新人戦での結果をバネにし、これまで

以上に練習に力を入れて、頑張りたいと想います ≪廣瀬 奏≫


