
いよいよ15日(土)から第66回秋田県中学校総合体

育大会です。本校からは、バレーボール・剣道女子

・陸上・水泳・バドミントンの５種目に出場します。

岩城中学校後援会にも地域の力（協力金・寄付

金）が集まってきております。本当にありがたい

ことです。後援会理事の皆様には大変ご難儀をお

かけしました。たくさん地域の力と心が集まれば、

氣力も高まると思います。よろしくお願いします。

まさしく「意和氣の力と心でチャレンジ」という

ことになります。県大会という場で、どれだけの

力と心を出せるか楽しみです。

【女子バレーボール部】
期日：７月１５日～１７日 田代体育館～鷹巣体育館

「東北・全国大会に向けて」

中村 ＊＊
私たちは、たくさんの方々の応援で地区大会

を優勝することができました。

県大会はシードで、一回戦を勝ち上がってき

たチームとの対戦なので、相手の弱点を見つけ

て、絶対に勝ち上がります。

また、練習試合をしてくれた由利高校や指導

してくださったたくさんの人たちにも感謝をし

てプレーしたいです。

応援よろしくお願いします。

☆今野＊＊…県総体では、今まで練習してきた

ことを全て出し切れるように、チーム一丸と

なって頑張ります。そして、優勝して東北大
会に行きます。

☆橋本＊＊…県総体では、一試合目の一本目か
ら全力を出せるようにしたいです。そして、

自分の力を出し切って、東北大会に出場でき

るように頑張りたいと思います。

☆柳田＊＊…県大会では、今まで対戦してきて
勝ったことのあるチームだけれど気を抜かず

に一本一本大切にします。もっとバレーが長

く出来るように東北大会目指して頑張ります。

☆渡邊 ＊…県大会では、今まで戦って勝った
ことのあるチームでも絶対に勝てるわけでは

ないので、最後の最後まで気を抜かずに東北

大会目指して頑張りたいです。

☆大友＊＊＊…今回の県大会では、３年生のた

めに自分が出来ることを考えて行動したいで
す。そして、東北大会・全国大会に行けるよ

うに、一生懸命頑張ります。

☆佐藤＊＊…県大会では、３年生が精一杯頑張

れるように大きな声で応援をして自分にでき
ることをしっかりとやって東北大会に行ける

ように頑張ります。

☆東海林＊＊…県大会では、一球一球大事にし、

自分に出来ることを頑張ります。何事にも積
極的に取り組んでいきたいです。上位３番目

までに入り、絶対に東北大会に行きます。

☆渡邊＊＊＊…県大会では、自分のできること

をたくさん進んで取り組み、先輩たちが、笑

顔で東北大会に行けるようにしたいです。

１秋田南 13 泉

２大 曲 14横手明峰

３花輪一 15鷹 巣

４二ツ井 16井 川

５天王南 17美 郷

６田 代 18鳥海・西目

７岩 城 19本荘北

８城 南 20稲 川

９横手南 21仙 北

10湯沢北 22能代二

11男鹿東 23八 竜

12太 田 24秋田東

※初戦は２回戦Dコート14:00～田代体育館

学校教育目標 『 人間性を磨き たくましく生きる生徒の育成 』「自主 創造」

由利本荘市立岩城中学校
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【陸上部】

「最後の県総体で」
中尾 ＊＊

僕は今回、走り幅跳びで出場します。３回目の

県総体ですが、これが３年生最後の県総体です。

また、この大会は東北大会、全国大会へとつな

がっていく大会です。とくに、全国大会に出場

するには、６ｍ５５cmの全国標準記録を突破し

なければなりません。チャンスは、この県総体

と通信大会の二つです。この二つの大会を無駄

にせず、確実に全国大会に出場します。

そして、今まで練習し、大会に出られたのは

先生や友達、親の支えがあったからだというこ

とを忘れず、よい結果を出せるように頑張りま

す。

応援よろしくお願いします。

☆工藤＊＊…県大会では、練習してきたことを全

て出して自己ベストの１２秒３以上の記録を出

せるようにしたいです。そして、東北大会に出

場したいです。

☆味形＊＊…県大会では、自分より速い人がたくさ

んいると思うので、練習してきたことを生かして

トップの集団についていけるように頑張るので応

援よろしくお願いします。

【水泳部】 秋田県立総合プール

「県総体に向けて」
鈴木 ＊＊

私は、地区中総体から県総体までの期間に、

フォーム改善や呼吸をするときに回す手の回数

などに気をつけてきました。

今回の県総体では、自分が地区総体からどれ

だけ練習を重ねてきたかを見せるところでもあ

ると思うので、精一杯頑張りたいと思います。

応援よろしくお願いします。

【出場種目】 【選手】 【予選日時】

【秋田県中総体】県営陸上競技場（雄和）

男子共通走幅跳 中尾 ＊＊ 予17日 10:00

男子2年１００ｍ 工藤 ＊＊ 予17日 11:25

男子1年1500ｍ 味形 ＊＊ 予16日 14:10

【全日本中学通信陸上秋田県大会】県営陸上競技場

男子共通走幅跳 中尾 ＊＊ 予22日 12:30

【出場種目】 【選手】 【予選日時】

女子50ｍ自由形 鈴木 ＊＊ 予15日 13:48
女子100ｍ自由形 鈴木 ＊＊ 予17日 9:47

【剣道部女子】
期日：７月１５日～１７日 男鹿市総合体育館

「全県大会に向けて」

伊藤 ＊＊
今回の全県大会では、個人戦に吉田が出場し、

団体戦は大曲中と秋田北中と対戦します。個人

戦は、団体戦と違い一人での試合になってしま

いますが、自分に自信をもって頑張ってほしい

と思います。

団体戦では、チームで協力して気持ちをつな

ぎ、最後まであきらめず試合をしてきたいと思

います。

応援よろしくお願いします。

☆吉田＊＊…県総体は地区総体よりも勝ち上が

るのが難しいけれど、今まで練習してきたこ

とを生かしていきたいです。応援してくださ

る皆さんに感謝の気持ちを忘れず精一杯頑張

ります。応援よろしくお願いします。

☆芦澤 ＊…県総体は最後の大会になるで、最

後まであきらめずに自分の力を最大限まで発

揮して、全力で頑張りたいです。

☆佐藤＊＊＊…総体が終わり、いよいよ最後の

大会です。私は、とにかく全力で試合をして、

そして、楽しみながら悔いの残らないように

笑顔で私の剣道部の生活をしめくくります。

応援よろしくお願いします。

☆新妻＊＊…私は剣道部ではなく、周りより練

習量が少ないということもあり、総体では全

く役に立てませんでした。だからこそ、少し

でもチームの役に立てるよう、精一杯頑張り

ます。

【女子個人戦】15日（土）

１回戦 吉田 ＊＊ 対 藤原（大館一）

【女子団体戦】16日（日）

【 1組】
１本荘南
２合 川
３勝 平

【２組】
１大 潟
２大曲南
３土 崎

【３組】
１湯沢北
２秋田東
３平 鹿

【４組】
１鷹 巣
２御野場
３秋大附

【５組】
１能代二
２ 泉
３横手南

【６組】
１大 曲

２岩 城
３秋田北



【バドミントン部】
美里町美郷総合体育館リリオス

「県総体へ向けて」
田口 ＊＊

僕たちは、今まで、ダブルスの動き方やいろい
ろなショットの打ち方などを練習してきました。
今まで、点を取られて焦ってしまい、またそれ

が次のミスにつながって、負けてしまうことが多
くありました。この大会は、バドミントン部とし
て最後の試合になるかもしれないので、絶対に焦
らず、落ち着いて試合をし、納得のいく結果がで
るように頑張りたいと思います。
応援よろしくお願いします。

期日：７月１５日～１６日
【女子団体】15日（土）
大 曲 中 美 郷 中
西仙北中 能代第二中

［10：30頃］

岩城中 平 和 中

【男子ダブルス】
佐々木 ＊・田口 ＊＊ 組

【女子シングルス】
今野 ＊＊ 佐々木＊＊
佐々木 ＊ 菅生 ＊＊

【女子ダブルス】
金 ＊＊・東海林＊＊＊ 組

☆佐々木＊…最後の総体なので、悔いの残らない

ように８月の東北大会に出場できるように頑張

ります。

☆今野＊＊…今までやってきた練習の成果をしっ

かり出せるように頑張りたいです。そして、練

習相手をしてくれた人に恩返しが出来るように

したいです。

☆佐々木＊＊…個人戦のシングルスでは、練習の

成果を十分に発揮し、勝ち進んでいきます。団

体戦では、チームを盛り上げ、みんなで東北大

会に行けるよう、支えていきたいと思います。

☆佐々木＊…県総体という場で、みんなが精一杯

力を出し切れるように、みんなのために頑張り

ます。

☆金 ＊＊…私は団体も個人戦もダブルスで出ま

す。そのため、声かけが必要になります。一本、

一本集中して勝利をつかむことができるように

頑張ります。

☆東海林＊＊＊…私たちは、地区総体もなく最初

から全県大会というのはレベルが高いですが、

今まで練習してきたことを生かして頑張ります。

☆菅生＊＊…大会ではシングルスと団体戦のダブ

ルスに出ます。初めてのシングルスなので緊張

しますが、思い切ってやりたいと思います。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２１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（ ）（ ）


