
6月23日(土)～24(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。野球部と男子バスケットボール部が準優勝
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。男子バスケットボール部は
県大会出場権を得ました。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。女子バスケ部も強敵に、氣力で果敢に向か
っていきました。剣道部も少ない部員ですが大健
闘しました。バレー部も３年生がいませんが大健
闘でした。みんな本当に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15日には吹奏楽コンクール中央地区
大会、14日からは全県総体(男子バスケットボール
部、バドミントンが出場)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。
野 球

１ 回 戦 岩城中 １－０ 矢島中
準 決 勝 岩城中 ３－１ 鳥海中
決 勝 岩城中 ２－６ 象潟中

野球部は、１回戦矢島
中と対戦しました。相手
に多くチャンスをつくら
れましたが、相手のチャ
ンスを０点で守ることが
でき、７回のチャンスで

１点を取り１対０で勝つことができました。２回戦
は、鳥海中と対戦しました。初回に先制することが
でき、その後の相手の攻撃を１点に抑えることがで
き、３対１で勝つことが
できました。決勝は、象
潟中と対戦しました。序
盤はどちらも０点で進
み、中盤で相手のヒット
などが続き６点を取られ
ました。７回の攻撃で２

点しかとれず、６対２
で負けてしまいました。
この大会で３年生は引
退ですが準優勝できた
のは、今まで支えてく
れた人のおかげだと思

います。１、２年生に
は、これからたくさん
練習をしてもらい、来
年の総体は優勝をして
ほしいです。【工藤＊＊】

男子バスケットボール

１ 回 戦 岩城中 76－ 46 象 潟 中
準 決 勝 岩城中 66－ 54 本荘南中
決 勝 岩城中 53－ 78 本荘北中

僕たちは、１回戦、
象潟中と対戦しまし
た。前半は、あまり点
数をかせぐことができ
なかったのですが、後
半はＤＦから流れをつ

くることができ、大差で勝つことができました。
２回戦は本荘南中と対戦しま

した。外の
シュートが
あまり決ま
らず点差を
つけること
ができなか
ったのです
が、ＤＦで
相手にも点
数を入れさ
せず、速攻で着実に点数を入れ

ていき、勝つことができました。決勝戦は本荘北
中と対戦しました。序盤からシ
ュートが決ま
らず、大差を
つけられ、負
けてしまいま
した。しかし、
準優勝で県大
会に出場する
ので、全力で
プレーしてき
ます。応援よ

ろしくお願いします。【藤本 ＊】
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女子バスケットボール

１ 回 戦 岩城中 31－87 本荘南中

私たちは、初戦、本
荘南中学校と対戦しま
した。前半から積極的
にゴールに向かい得点
を決めていきました
が、当然相手も攻めて

きて、そこで守り切れないプ
レーが続いてしまいました。
後半は、セットプレーを上手
く使い攻撃
していきま
したが、自
分たちのミ
スからチャ
ンスを与え
てしまい、
負けてしま
いました。
この大会で
私たち３年
生は引退しますが、１年生は
新たなスタートをきります。
人数は少ないですが、いろい
ろな形でサポートできたらと
思います。【山崎＊＊】

バレーボール

予選Cｸﾞﾙｰﾌﾟ 岩城中 ０－２ 本荘南中
〔19-25，17-25〕

〃 岩城中 ２－１ 西目・鳥海中
〔25-18，12-25，25-18〕

第３位代表決定トーナメント戦
岩城中 ０－２ 本荘東中
〔13-25， 9-25〕

私たちバレー部は、
１日目の予選で本荘南
中と鳥海・西目中と対
戦しました。本荘南中
には、セットカウント
０－２で負けてしまい
ましたが今までで一番

内容の良い試合をする
ことができました。鳥
海・西目中にはセット
カウント２－１で勝つ

こと
がで
きま
した。１勝１敗で予選グループ
２位になることができ、２日目
の第三代表決定戦に残ることが
できました。２日目は、本荘東
中と対戦しました。本荘東中は
前まで合同チームだったので、
弱いところは分かっているつ
もりでしたが、自分たちのミス

で相手に流れがいって
しまい、自分たちのバ
レーをすることができ
ませんでした。今回は、
悔しい気持ちが残った
ので秋に向けて、良い
ところをのばし、悪い

ところを減らしていきたいです。【大友＊＊＊】

剣 道

《団体男子》
予 選 岩城中 ２－２ 象潟中(引き分け)
〃 岩城中 ０－５ 矢島中○

《個人男子》
②岡野 ＊＊○（１－０）矢 島 中
③岡野 ＊＊ （０－２）仁賀保中○
①三浦 ＊＊ （０－２）象 潟 中○
②柳田 ＊＊ （０－１）本荘北中○
②星川 ＊＊ （０－２）仁賀保中○

１日目の最初に個人
戦がありました。星川、
柳田、三浦が初戦で敗
退しました。僕は、シ
ードで２回戦は延長戦
の末に勝利しましたが、
ベスト８をかけた３回

戦で負けてしまいました。午後から団体予選リー
グがありました。象潟中との対戦で、先鋒星川が
１本勝ち、中堅三浦が２本負け、副将柳田が１本
負けで、大将の僕が２本返して引き分けに持ち込
み、２日目へとつなげ
ることができました。
２日目の団体予選リー
グの続きは、象潟中が
矢島中に１－３で負け
たので、僕たちはそれ
以上の結果を残せれば
決勝リーグに進むことができたのですが、相手に
気合い負けしてしまい０－５で予選敗退が決まり
ました。自分としては、２年と少し剣道をやって
きて、毎日楽しく、一生懸命に活動してきました。

その中学校の剣道の集
大成が、今回の試合で
結果には少し不満です
が、自分の精一杯の力
を出せて、これまでの
剣道を生かせたのでよ
かったです。【岡野＊＊】



本校吹奏楽部に楽
器の寄贈がありまし
た。
鶴潟在住の方(名

前はふせてください
とのことでした…)

が、広報等において岩城中学校の楽器が老朽化等で
困っていることを知り、本校吹奏楽部にホルンを寄
贈してくださいました。お子様が使用していたホル
ンで、今は使わなくなっており、娘さんの了承も得
たということで、よかったら使ってくださいという
ことでした。ありがたく寄贈を受けました。

楽器屋さんに手
入れしていただい
たら、とてもいい
楽器で、４０万以
上する楽器だそう
です。大切に使わ
せていただきま
す。
本当にありがと
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。

青少年の非行・被害防止標語コンクール
２年 東海林 ＊ ＊ （全県２，４３４作品から１０作品）

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６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（ ）（ ）


