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啐は殻の中で雛が突っつく音
啄は母鶏が殻を噛み破ること。
またと得難い良い時期を意味する。

選手・応援一丸となり頑張った郡陸上大会！
１４日（金）に行われた柴田郡陸上大会で，迫中生は，熱い日差しの下にもかかわらず，選手・応援が一丸
となって，すばらしい戦い・すばらしい応援を見せてくれました。その結果と感想を紹介します。

【陸上結果（８位以内入賞者のみ）】
３年男子１００ｍ
男子共通２００ｍ
男子共通４００ｍ
男子共通８００ｍ
２・３年１５００ｍ
共通３０００ｍ
共通１１０ｍＨ

走幅跳
砲丸投

男子低４００ｍＲ
男子４００ｍＲ
女子低４００ｍＲ
女子４００ｍＲ

１年女子１００ｍ 鈴木瑠々奈
尾本 和也 第７位
安藤 瑠夏
佐々木智也 第７位
２年女子１００ｍ 佐藤 琉菜
佐藤 拓真 第７位
櫻井
萌
平岡 陸斗 第４位
３年女子１００ｍ 幕田 里咲
前元 寛太 第４位
芦名 葉月
大沼 斗夢 第２位
女子共通２００ｍ 芦名 美月
辻 侑希也 第８位
遠藤
花
田中 大翔 第４位
女子共通８００ｍ 大坂ひなた
安達 大翔 第６位
１年１５００ｍ
佐久間 花
今野羽花菜
前田 大河 第７位
共通１１０ｍＨ
新妻 千穂
大槻 星太 第４位
大沼
蘭
佐藤 夢希 第５位
走幅跳
原田 夢叶
砲丸投
村上 愛珠
第６位 水戸優磨，熊谷慶護，林 創太，渡邊空哉
第４位 佐藤颯仁，橋本悠月，前田大河，尾本和也
第４位 安藤瑠夏，新妻朗奈，大宮玲愛，齋藤蒔恩
第１位 大友沙織，鈴木瑠々奈，佐藤琉菜，幕田里咲

短い期間でしたが，みんなで声をかけ合い，
励まし合い，充実した練習ができました。本番
では，練習の成果を全て発揮し，納得のいく結
果を得られた選手，また，そうではなかった選
手もいましたが，大切なことをたくさん学んだ
と思います。この経験を無駄にせず，これから
の自分に生かしてほしいと思います。
指導してくださった先生方，応援してくれた
生徒の皆さん，ともに競技した仲間に感謝をし
ています。ありがとうございました。
男子キャプテン ３年 前田 大河

第１位
第８位
第１位
第４位
第１位
第７位
第７位
第８位
第６位
第７位
第８位
第１位
第６位
第１位
第３位

＊太文字・下線は県大会出場

私は今回の陸上大会で，女子のキャプテンを
務めさせていただきました。
初めはキャプテンとして皆をリードできる
か，手本になれるか不安でした。ですが，支え
てくれた仲間や先生方の協力もあり，練習から
当日まで，とても良い雰囲気で迎えることがで
き，本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
そして，全力で応援してくださった生徒の皆
さん，本当にありがとうございました！！
女子キャプテン ３年 幕田 里咲

昨年とは打って変わり，
天候にも恵まれた今大会。我々応援団一同は，
選手の心に熱き闘志を灯せるよう全身全霊で声援を送り続けました。
私は団長として，４日間という短い練習時間の中で，上手く皆をまと
められないこともありました。ですが，そんな未熟な私に助言をくださ
った先生方，まじめについてきてくれた応援団の皆さんには，感謝の気
持ちしかありません。そして，あきらめない競技を見せてくれた選手の
皆さん，感動をありがとうございました！
応援団団長 ３年 大場 謙晟

昨年の雨とは大違いで，最後まで「チーム迫
中」として精一杯戦い抜くことができた大会で
した。
100ｍでは予選で３位通過だったものの，決勝
では上位３人がコンマの争いになる，白熱した
戦いでした。結果が確定するまではリレーに集
中し，皆で気持ちを一つにして，バトンをしっ
かりつなぐことができ，本当に良かったです。
短い２週間でしたが，ともに戦った皆，熱心
に指導してくださった先生方に感謝しながら，
県大会に臨みたいと思います。
２年女子１００ｍ,４００ｍリレー１位 佐藤 琉菜

私は大会前日に今までの練習を振り返ってみ
ると，あまり良い練習のやり方ではなかったと，
少し後悔しながら大会に臨みました。
予選はあまり緊張感がなく，３位通過でした。
決勝ではぎりぎり１位になることができ，少し
安心した感じがしました。
これからは県大会に行けなかった人の分まで
がんばっていきたいと思います。
１年女子１００ｍ，４００ｍリレー１位 鈴木 瑠々奈

レーンに立った時，今までやってきたことが出
せるか，好タイムを出せるか，とても不安でした
が，仲間の声援もあり，
「やるぞ！」という気持
ちでスタートすることができました。
支えてくださったたくさんの先生方，遠くから
大きな声で応援してくれた生徒の皆さん，一緒に
練習を頑張った仲間たち，本当にありがとうござ
いました。
３年女子１００ｍ，４００ｍリレー１位 幕田 里咲

最後の郡陸上大会，まさか第１位を獲得でき
るなんて思っていませんでした。
日々の練習では，３ｍ７０㎝ほどの記録しか
出せず，大会前日も良いイメージで練習を終え
ることはできませんでした。
ですが，指導してくださった先生方や校長先
生，仲間が応援やアドバイスをしてくれたの
で，練習の成果を発揮し，自己ベストを更新す
ることができました。
応援してくださった皆さん，本当にありがと
うございました。
女子共通走幅跳１位 原田 夢叶

大会まで２週間という短い期間，私は練習で
は「ハードルを倒して転んだらどうしよう」な
どと考えてしまい，上手く跳ぶことができませ
んでした。でも，
「大丈夫だよ」という先生の言
葉と自分を信じて練習を重ねたら，少しずつ跳
べるようになりました。大会当日は緊張と不安
でいっぱいでしたが，仲間や生徒の皆さんの応
援もあり，自己ベストの記録で１位を獲ること
ができました。とてもうれしかったです。先生
方にはたくさんのアドバイスやサポートをして
いただき，ありがとうございました。
女子共通１１０ｍＨ１位 新妻 千穂

私は本番当日，とても緊張していました。フ
ライングしないか，バトンパスがうまくいくか
など，不安で胸がいっぱいでした。でも，競技
がスタートすると緊張と不安はなくなり，練習
どおりのスタート，走りができました。
つらい練習の中，共に頑張った仲間たちに
は，とても感謝しています。第１位というすば
らしい結果を残すことができたのは，その仲間
たちのおかげです。県大会に向けての練習は，
つらいこともあるかもしれませんが，がんばり
ましょう！
女子４００ｍリレー１位 大友 沙織

７月の行事予定
７月 ２日（火）
３日（水）
４日（木）
５日（金）
９日（火）
１０日（水）
１１日（木）

＊夏休み前の部活動は，7/12 日までが 17:30 終了 17:45 完全下校
7/16～18 日は
18:15 終了 18:30 完全下校
＊部活動中止日：7/2,4,5,10 ＊7/19 は県大会出場の部だけ活動

３年プール② ２年芸術鑑賞会 浴衣着付教室
３年実力テスト 放課後学習室
授業参観（防犯教室） 学年ＰＴＡ
指導主事訪問 14:30 下校
３年プール③
民生委員学校見学 職員会議 14:30 下校
ラベンダー刈り取り・スティック作り
放課後学習室
１２日（金） 特支小中交流会

１５日（月）
１６日（火）
１７日（水）
１８日（木）
１９日（金）
２０日（土）
２１日（日）
２５日（木）

海の日
ＰＴＡ総務部委員会
学期末清掃 放課後学習室
放課後学習室
第１学期終業式
夏季休業日(8/25 まで) 県大会(7/24 まで)
地区吹奏楽コンクール
３年三者面談・１，２年家庭訪問（8/2 まで）
サッカー１年生大会(7/30 まで)

