
6月24日(土)～25(日)本荘由利総合体育大会が開
催されました。生徒たちは、これまでの練習の成
果を十分に発揮しようと、氣力で戦い、健闘しま
した。バレー部は３年連続決勝進出２度目の優勝
です。決勝の鳥海・西目中戦は、３セットまで持
ち込み、感動の一戦でした。野球部は７度目の優
勝、９回目の全県大会出場権を狙いにいきました
が、惜しくも決勝で敗れてしまいました。応援団
と吹奏楽部員も、野球会場へ応援に駆けつけ、一
丸となって戦いました。男女バスケ部も強敵に、
氣力で果敢に向かっていきました。剣道も健闘し、
女子団体戦は準優勝、男子は惜しくも５位でした。
みんな氣力の試合をしました。保護者・地域の皆
様、応援本当にありがとうございました。
この後、7月8日には吹奏楽コンクール中央地区

大会、15日からは全県総体(ﾊﾞﾚｰ･剣道･ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ･
陸上･水泳が出場)が行われます。生徒たちは、更
に上の大会を目指して頑張ります。保護者・地域
の皆様、今後とも岩城中学校生徒に温かいご支援、
熱い応援をよろしくお願いいたします。

バレーボール

予選Cｸﾞﾙｰﾌﾟ 岩城中 ２－０ 大 内 中
〔25- 2，25- 6〕

〃 岩城中 ２－０ 仁賀保中
〔25-22，25-19〕

準 決 勝 岩城中 ２－０ 本荘北中
〔25-13，25-19〕

決 勝 岩城中 ２－１ 鳥海・西目中
〔15-25，25-21，25-11〕

バレー部は予選リー
グ大内中と仁賀保中と
対戦しました。仁賀保
中戦では、２日目につ
ながる試合ができませ
んでしたが、どちらも
セットカウント２－０

で勝つことができました。決勝トーナメントでは、
北中と対戦しました。練習での北中対策を生かす
ことができセットカウント２－０で勝つことがで
きました。決勝では、鳥海・西目と対戦しました。
１セット目は相手の流れでしたが、２・３セット
目は自分たちの流れでバレーができ、セットカウ
ント２－１で勝つことができました。たくさんの

方々の応援のおかげで
優勝できました。あり
がとうございました。
県大会では、上位に入
って、東北大会に行き
ます。【＊＊＊＊】

野 球

１ 回 戦 岩城中 ４－０ 鳥海中
準 決 勝 岩城中 ９－１ 大内中

（５回コールド）

決 勝 岩城中 ０－１ 本荘東中

僕たち野球部は、初
戦、鳥海中と対戦しま
した。初戦というのも
あり、緊張もしました
が、チャンスをものに
して４－０で勝つこと
ができました。準決勝

は、大内中と対戦しまし
た。ヒットが多くでて相
手のミスもあり大量点を
とりました。ピンチもあ
りましたが、最少失点で
切り抜けることができ９
－１で勝つことができま

した。決勝は、本荘東中
と対戦しました。相手投
手もすばらしい投球をみ
せ、チャンスはつくるも
ののなかなか得点でき
ず、チャンスをものにさ
れ１－０で負けてしまい

ました。優勝ではなく、準優勝だったので全県には
出場することができません。とても悔しいです。忙
しい中でも野球応援に来てくださりありがとうござ
いました。感謝の気持ちはプレーで返せたと思いま
す。１・２年生には、こ
の悔しさをしっかりもっ
て、これからの練習に取
り組み全県に行って欲し
いと思います。応援あり
がとうございました。
【＊＊＊＊】
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男子バスケットボール

１ 回 戦 岩城中 52－62 大 内 中

僕たちバスケットボ
ール部は、大内中学校
と対戦しました。これ
まで対戦したときには
大差で負けていました
が、今回は第２Ｑまで、
相手に食らいつくこと

ができました。第３Ｑの最初に
一度逆転しましたが、相手の３
Ｐが当たり、結果６２－５２で
負けてしまいました。３年生は
これで引退ですが、１・２年生
は、まだこれからがあるので全
県大会に行けるように頑張って
もらいたいです。応援ありがと
うございました。【＊＊＊＊＊】

女子バスケットボール

１ 回 戦 岩城中 37－84 本荘東中

今回の地区総体の相
手は東中でした。結果
は負けてしまいました。
ですが、その中でも、
輝かしいプレーはあり
ました。萌花さんや桃
伽さんが積極的にプレ

ーしてくれたおかげでフ
リースローをたくさんも
らってくれたり、早希さ
んや千颯さんがたくさん
シュートを打ってくれた
りなど、積極的なプレー

が 多
かったため東中相手にたくさん点
を取ることができました。笑って
終われる結果ではなかったけど、
３年生は全力で、今までやってき
た全てを出し切り、２年生は次に
つながる試合にできたと思いま
す。３年生はこれで引退となりま
したが、次の目標に向かって頑張
りたいと思います。応援ありがと
うございました。【＊＊＊＊】

剣 道

《団体男子》５位
予 選 岩城中○３－１ 仁賀保中
〃 岩城中○２－１ 本荘南中
〃 岩城中 ２－３ 象 潟 中○

決 勝 岩城中 ２－３ 本荘北中○
岩城中 ２－３ 本荘東中○
岩城中 １－２ 矢 島 中○

《団体女子》 （２勝１分）
岩城中 ２－２ 本荘南中
岩城中○３－１ 仁賀保中
岩城中○３－２ 象 潟 中

《個人男子》
徳山 ＊＊○（１－０）本荘東中

○（１－０）本荘北中
（０－１）大 内 中○

川北 ＊＊ （０－１）本荘東中○
柴田 ＊＊ （０－１）本荘東中○
岡野 ＊＊ （０－１）本荘北中○
三浦 ＊＊ （０－２）本荘南中○

《個人女子》
伊藤 ＊＊ （０－１）本荘南中○
吉田 ＊＊○（１－０）仁賀保中

○（１－０）矢 島 中
〔準決勝〕 （０－１）象 潟 中○
〔３ 決〕○（１－０）本荘南中

３位
芦澤 ＊ （０－１）象 潟 中○
佐藤＊＊＊○（１－０）仁賀保中

（０－２）本荘南中○

僕たち剣道部は、
女子個人で３年の吉
田晴香が３位、団体
女子で準優勝という
結果で、県大会への
切符を手にすること
ができました。しか

し、男子は団体で予選２
位で通過することができ
ましたが、その後の決勝
で３校との対戦に勝つこ
とができず、県大会に出
場することができません
でした。この地区総体は

３年生にとっても、１・
２年生にとっても、とて
も大事な大会でした。そ
れもあり、いつもとは比
べものにならないくらい
の緊張で、思う存分、自
分の力を発揮できない場

面もありました。しかし、それ以上に自分のいいと
ころを出せたという場面も多くあり、全てではない
ですが、これまでやって
きたことを出し切れたと
思います。１・２年生は、
この大会を経て、次につ
なげてほしいと思いま
す。また、女子はこの後、
全県大会があるので、引
き続き応援よろしくお願いします。【＊＊＊＊】



学校と家庭・地域をつなぐ架け橋です！学校経営・運営等につ
いてご意見・ご感想等…何でも結構ですのでお書きください！校報
「いわき」に載ることを前提としてください。みなさんで学校経営・
運営＆子育てについて考えていきたいと思います。

※７月７日（金）頃まで、学級担任を通して校長へお願いします！
＊地域の方は近くの生徒を通じて学校に届けてくださっても結構です！

（ １． ２． ３． ）年（←お子さんの学年を○印） ↓地域の方

記入された方のお名前（ ）（ ）

青少年育成由利本荘市

民会議岩城支部より看板

をいただきました。以前

（３月頃）、看板を贈呈し

たいとの話がありました。

いろいろある中からこの

看板を選ばせていただき

ました。玄関では生徒会

等であいさつ運動をして

いるので、玄関に設置し

ました。あいさつ運動の

励みになります。ありが

とうございました。

大会や行事等の写真は、卒業アルバムを依頼

している善力堂さんのご厚意で使わせてもらっ

ています。３年生を主として撮影しているため

３年生の所属しない部活や行事等は撮影してお

りません。部担当の職員は写真を撮る余裕があ

りません。ご理解ください。

『 http://iwakijhs.zenryokudo.com 』にアクセ
スすると、左側に「ログイン」とありますので、

ユーザー名= iwakijhs パスワード=＊＊＊＊＊
と入力し、「→ログインする」ボタンクリック

で閲覧可能になります。個人情報保護の関係か

ら、むやみに本校の保護者以外からアクセスさ

れて、何か問題が起きないようにしていただき

たいと思います。

そこで、パスワード＊＊＊＊＊は希望される

方にお教えいたします。担任等にご連絡くださ

い。むやみに写真を他者へあげたり、ネット上

にアップしたりして問題を起こさないことを堅

く約束願います。また、パスワードも他者へ漏

らすことのないように厳守願います。


