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・バスケットボールアベック優勝

・バドミントン悲願の頂点
準優勝に男子陸上競技、３位に男子剣道、男子ソフトテニス

〔新応援団長：中村海仁君〕 〔新部長全員による宣誓〕 〔バドミントン部の優勝報告〕

９月１６日（土）から、３日間の予定で八戸市中学校体育大会秋季大会が開催されました。

台風１８号の影響で、大会３日目がそのまま１９日（火）に順延となり心配されましたが、

夏季大会での３年生の活躍を見て成長した１・２年生は、十分に力を発揮し見事な成績を収

めることができました。壮行式では、３年生による暖かな激励に感動させられましたが、そ

れも大きな力になったようです。

大会結果 （☆印は県大会出場者です）

【陸上競技男子】総合準優勝８５点 1年1500m ２位 ☆田中 歩羽

1年100ｍ ７位 淡路 怜亜 ４位 ☆元沢 咲智

2年100ｍ １位 ☆三浦 勝聖 2年1500m ２位 ☆吉崎 朱音

共通400ｍ ５位 五戸 琳久 1年走幅跳 ４位 ☆嶋守 和夢

1年800ｍ ２位 沼田 かろん 1年砲丸投 ４位 ☆松野 好幸

６位 今 雅矢 2年砲丸投 ３位 ☆土屋 風凜

2年800ｍ ７位 橋場 飛明 1年４×１００ｍリレー ６位

共通3000ｍ ８位 工藤 征也 中山さくら､下村彩来､嶋守和夢､元沢咲智

共通棒高跳 １位 ☆中野 汰一 共通４×１００ｍリレー ８位

４位 下舘 歩空 土屋風凜､丸井眞子､吉崎朱音､大橋怜奈

６位 佐藤 大斗 【野球】

1年走幅跳 １位 ☆大村 竜駿 １回戦 ○ ４対１ 江陽

２位 ☆伊藤 丞太郎 ２回戦 × ４対６ 小中野

４位 ☆尾﨑 丈陽 【サッカー】

1年砲丸投 ３位 ☆佐々木 恵太 １回戦 ○ １対０ 東

2年砲丸投 １位 ☆駒木 英剛 ２回戦 × ０対６ 江陽

1年４×100ｍリレー ☆１位 【☆ソフトテニス男子団体】第３位

淡路怜亜､ 大村竜駿､ 古里直人､伊藤丞太郎 準々決 ○ ２対０ 湊

【陸上競技女子】総合第５位 ５６点 準決勝 × ０対２ 市川

1年100mＨ ５位 庭田 薫奈 【ソフトテニス女子団体】

2年100mＨ １位 ☆大橋 怜奈 ２回戦 × １対２ 明治

1年800m ４位 ☆下村 彩未



【バレーボール女子】 準決勝 一中Ｂ × １対２ 白山台Ａ

予選リーグ × ０対２ 鮫 決 勝 一中Ａ ○ ２対１ 白山台Ａ

予選リーグ × ０対２ 長者 シングルス

【☆バスケットボール男子】優 勝 ２位 ☆中居沙帆 ３位 ☆髙田美翔

１回戦 ○１３７対１５ 白銀南 ４位 ☆西塚美鈴 ６位 ☆松葉清奈

準々決 ○ ６６対４９ 下長 １年シングルス

準決勝 ○ ６８対４６ 北稜 １位 ☆大下夏紀 ２位 ☆馬場彩乃

決 勝 ○ ５９対５５ 東 ３位 ☆下舘成美 ４位 ☆中村心音

【☆バスケットボール女子】優 勝 ５位 ☆出町 萌

１回戦 ○１０３対１３ 第二 ダブルス

２回戦 ○ ８５対３８ 豊崎 １位 ☆西山美優・葛西陽菜

準々決 ○ ７０対４７ 下長 ２位 ☆笹森萌花・山崎空美

準決勝 ○ ８９対６９ 長者 ４位 ☆川井桃花・風張匡美

決 勝 ○ ４３対３５ 大館 ５位 ☆舘前優月・中野優衣

【卓球男子団体】 【☆剣道男子】第３位

予選リーグ ０勝２敗 敗退 ２回戦 ○ ２対０ 市川

【卓球女子団体（オープン参加）】 準決勝 × ０対３ 白山台

予選リーグ ０勝３敗 敗退 【☆剣道女子】第５代表

【☆バドミントン】優 勝 １回戦 × ０対３ 市川

準決勝 一中Ａ ○ ３対０ 白山台Ｂ 個人３位 ☆岩舘 桜子

新生徒会役員決定 これからの一中をよろしくお願いします。
１０月２日に生徒会役員選挙が行われ、新役員１１名が次のように決まりました。新役員

の皆さんには、生徒一人一人が「一中が大好きです」と言えるような学校づくりのために活

躍してほしいものです。大いに期待しています。全校生徒もしっかり応援していきましょう。

会 長 髙橋 将生(2-2)

生徒会長として 髙橋 将生 【立会演説会より】 副 会 長 梅内智穂子(2-2)

１年間、副会長として活動してきた中で多くのことを学 橋爪 翔(1-2)

びました。その経験を活かして、一中を今よりもさらによ 執行委員 佐藤 友浩(2-4)

い学校にするため立候補しました。 松井 皓正(2-1)

今の一中の一番の改善点は、「さわやか三本柱を徹底する 土屋 風凜(2-4)

こと」だと思います。受け継がれてきた三本柱が崩れてき 蔦林 楓(2-2)

ていると感じます。廊下での挨拶は活気がなくなってきて 工藤 悠聖(1-1)

いるし、朝の挨拶運動で元気に挨拶を返してくれない人も 板垣 練(1-1)

中には見かけます。また、清掃での黙働や、さわやか合唱 関口 実佳(1-1)

に関しても、もっと学校全体で意識を向上させていく必要 出町 真椰(1-4)

があると感じています。そのためには、普段の呼びかけを

強化するのはもちろんのこと、全校生徒に明確な意識付け

をするために、強化週間などのプロジェクトを定期的に、

そして、継続的に行っていきます。

僕は、これらを実現するために、当選者全員の公約を実

現させるよう努力していきます。公約を掲げた人がプロジ

ェクトの主体となって行うことで、細かい点まで注意がい

き、執行部としての活動もより充実すると考えたからです。

僕一人では不可能なことが多いですが、他の役員と協力

し、よりよい一中づくりをしていきます。
一中の四季 2017/10/2


