
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜卓球男子＞＜卓球男子＞＜卓球男子＞＜卓球男子＞                                         

    

鈴木奨也鈴木奨也鈴木奨也鈴木奨也（３）（３）（３）（３）    大科悠生大科悠生大科悠生大科悠生（３）（３）（３）（３）    小澤一樹小澤一樹小澤一樹小澤一樹（３）（３）（３）（３）    小田桐大輔小田桐大輔小田桐大輔小田桐大輔（３）（３）（３）（３）三浦史寛三浦史寛三浦史寛三浦史寛（３）（３）（３）（３）        藤田隼輔藤田隼輔藤田隼輔藤田隼輔（２）（２）（２）（２）鈴木生吹喜鈴木生吹喜鈴木生吹喜鈴木生吹喜（１）鈴木（１）鈴木（１）鈴木（１）鈴木    晃（１）晃（１）晃（１）晃（１）    

    

男子団体子団体子団体子団体    予選リーグ予選リーグ予選リーグ予選リーグ    ＣブロックＣブロックＣブロックＣブロック        １位で１位で１位で１位で    決勝トーナメントへ決勝トーナメントへ決勝トーナメントへ決勝トーナメントへ    

                三条三条三条三条        木造木造木造木造        大平大平大平大平        小湊小湊小湊小湊        油川油川油川油川    得点得点得点得点    順位順位順位順位    

１１１１        三三三三    条条条条    （八戸）（八戸）（八戸）（八戸）        ３－０３－０３－０３－０    ３－１３－１３－１３－１    ３－０３－０３－０３－０    ２－３２－３２－３２－３    ７７７７    ２２２２    

２２２２        木木木木    造造造造    （西つ）（西つ）（西つ）（西つ）    ０－３０－３０－３０－３        ２－３２－３２－３２－３    ３－０３－０３－０３－０    ０－３０－３０－３０－３    ５５５５    ４４４４    

３３３３        大大大大    平平平平    （下北）（下北）（下北）（下北）            １－３１－３１－３１－３        ３－２３－２３－２３－２            ３－０３－０３－０３－０        ０－３０－３０－３０－３    ６６６６    ３３３３    

４４４４        小小小小    湊湊湊湊    （東）（東）（東）（東）        ０－３０－３０－３０－３            ０－３０－３０－３０－３    ０－３０－３０－３０－３        ０－３０－３０－３０－３    ４４４４    ５５５５    

５５５５        油油油油    川（青森）川（青森）川（青森）川（青森）        ３－２３－２３－２３－２        ３－０３－０３－０３－０        ３－０３－０３－０３－０        ３－０３－０３－０３－０        ８８８８    １１１１    

    

    決勝トーナメント決勝トーナメント決勝トーナメント決勝トーナメント                                                        ３位決定戦３位決定戦３位決定戦３位決定戦            

１回戦１回戦１回戦１回戦    対対対対    大館中（八戸）大館中（八戸）大館中（八戸）大館中（八戸）    ３－０３－０３－０３－０    勝利勝利勝利勝利                対対対対    佃中（青森）佃中（青森）佃中（青森）佃中（青森）    ３－０３－０３－０３－０    勝利勝利勝利勝利    

準決勝準決勝準決勝準決勝    対対対対    弘前五中（弘前）２－３弘前五中（弘前）２－３弘前五中（弘前）２－３弘前五中（弘前）２－３    惜敗惜敗惜敗惜敗        

    

個人戦個人戦個人戦個人戦    

鈴木鈴木鈴木鈴木    晃晃晃晃        ２回戦敗退２回戦敗退２回戦敗退２回戦敗退        鈴鈴鈴鈴木奨也木奨也木奨也木奨也        １回戦敗退１回戦敗退１回戦敗退１回戦敗退        小澤一樹小澤一樹小澤一樹小澤一樹        ２回戦敗退２回戦敗退２回戦敗退２回戦敗退        藤田隼輔藤田隼輔藤田隼輔藤田隼輔        １１１１回戦敗退回戦敗退回戦敗退回戦敗退    

鈴木生吹喜鈴木生吹喜鈴木生吹喜鈴木生吹喜    ４回戦敗退４回戦敗退４回戦敗退４回戦敗退    （ベスト１６）（ベスト１６）（ベスト１６）（ベスト１６）    

    

第４６回東北中学校卓球大会は８月５日（金）～７日（日）の日程で第４６回東北中学校卓球大会は８月５日（金）～７日（日）の日程で第４６回東北中学校卓球大会は８月５日（金）～７日（日）の日程で第４６回東北中学校卓球大会は８月５日（金）～７日（日）の日程で岩手県奥州市の奥州総合体育館で岩手県奥州市の奥州総合体育館で岩手県奥州市の奥州総合体育館で岩手県奥州市の奥州総合体育館で    

開催されます。優勝した弘前五中に匹敵する戦いぶりですので、富山県で行われる全国大会まで突き進んで開催されます。優勝した弘前五中に匹敵する戦いぶりですので、富山県で行われる全国大会まで突き進んで開催されます。優勝した弘前五中に匹敵する戦いぶりですので、富山県で行われる全国大会まで突き進んで開催されます。優勝した弘前五中に匹敵する戦いぶりですので、富山県で行われる全国大会まで突き進んで    

欲しいと思います。欲しいと思います。欲しいと思います。欲しいと思います。    

夢を目標に夢を目標に夢を目標に夢を目標に    

青森市立油川中学校 

学校だより  号外（県大会特集）  

平成２８年  ７月 ２１日 

男子１８２名 女子１６２名 

計３４４名 

〒038-0058  

青森市大字羽白字沢田４７１ 

担当：校長 岩田 靖 

 

 優勝優勝優勝優勝した弘前五中に惜敗もした弘前五中に惜敗もした弘前五中に惜敗もした弘前五中に惜敗も    

    佃中には市中体連の佃中には市中体連の佃中には市中体連の佃中には市中体連の    

    リベンジを果たしましたリベンジを果たしましたリベンジを果たしましたリベンジを果たしました    



＜水＜水＜水＜水    泳＞泳＞泳＞泳＞                                

    

    男子男子男子男子        総合（４０点）総合（４０点）総合（４０点）総合（４０点）            第４位第４位第４位第４位        

男子男子男子男子    ４×１００ｍ４×１００ｍ４×１００ｍ４×１００ｍ    メドレーリレーメドレーリレーメドレーリレーメドレーリレー    第３位第３位第３位第３位        （舘田（舘田（舘田（舘田駿斗駿斗駿斗駿斗３３３３    工藤工藤工藤工藤柊斗柊斗柊斗柊斗３３３３    赤坂赤坂赤坂赤坂直柾直柾直柾直柾１１１１    櫻田櫻田櫻田櫻田千馬千馬千馬千馬３３３３））））    

       ４×１００ｍ フリーリレー  第６位  （工藤 舘田 赤坂 櫻田）    

 

男子 ２００ｍ２００ｍ２００ｍ２００ｍ    平泳ぎ平泳ぎ平泳ぎ平泳ぎ    ２分３６秒６５２分３６秒６５２分３６秒６５２分３６秒６５    第３位第３位第３位第３位・１００ｍ平泳ぎ １分１３秒６８ 第５位    工藤柊斗 

男子 ２００ｍ２００ｍ２００ｍ２００ｍ    バタフライバタフライバタフライバタフライ    ２分２７秒９１２分２７秒９１２分２７秒９１２分２７秒９１        第４位第４位第４位第４位                      赤坂直柾 

男子  ５０ｍ 自由形  ２７秒４２   第５位  男子１００ｍ 第６位           櫻田千馬 

女子 ４００ｍ４００ｍ４００ｍ４００ｍ    個人メドレー個人メドレー個人メドレー個人メドレー    ５分２３秒７０５分２３秒７０５分２３秒７０５分２３秒７０    第３位第３位第３位第３位    

    ２００ｍ２００ｍ２００ｍ２００ｍ    個人メドレー個人メドレー個人メドレー個人メドレー    ２分３５秒４４２分３５秒４４２分３５秒４４２分３５秒４４    第４位第４位第４位第４位                     赤坂実祐 

 

※ ４位までに入賞の選手、リレーが東北大会に出場します。リレーが通過したので、工藤亜瑠も含め、全員が４位までに入賞の選手、リレーが東北大会に出場します。リレーが通過したので、工藤亜瑠も含め、全員が４位までに入賞の選手、リレーが東北大会に出場します。リレーが通過したので、工藤亜瑠も含め、全員が４位までに入賞の選手、リレーが東北大会に出場します。リレーが通過したので、工藤亜瑠も含め、全員が    

東北大会の出場権を得ました。東北大会の出場権を得ました。東北大会の出場権を得ました。東北大会の出場権を得ました。東北大会は宮城県利府町のセントラルスポーツ宮城Ｇ２１プール（宮城県総合東北大会は宮城県利府町のセントラルスポーツ宮城Ｇ２１プール（宮城県総合東北大会は宮城県利府町のセントラルスポーツ宮城Ｇ２１プール（宮城県総合東北大会は宮城県利府町のセントラルスポーツ宮城Ｇ２１プール（宮城県総合

プール）で８月３日（水）～５日（金）の日程で開催されます。プール）で８月３日（水）～５日（金）の日程で開催されます。プール）で８月３日（水）～５日（金）の日程で開催されます。プール）で８月３日（水）～５日（金）の日程で開催されます。    

 

 

 

＜＜＜＜卓球女子卓球女子卓球女子卓球女子＞＞＞＞        ２位で決勝トーナメント進出の可能性がありましたが、先に決勝進出を決めた弘前三中が選手を２位で決勝トーナメント進出の可能性がありましたが、先に決勝進出を決めた弘前三中が選手を２位で決勝トーナメント進出の可能性がありましたが、先に決勝進出を決めた弘前三中が選手を２位で決勝トーナメント進出の可能性がありましたが、先に決勝進出を決めた弘前三中が選手を

入れ替え、泊に敗れるという状況が起こり、セット奪取率で決勝トーナメントに進出ならず。入れ替え、泊に敗れるという状況が起こり、セット奪取率で決勝トーナメントに進出ならず。入れ替え、泊に敗れるという状況が起こり、セット奪取率で決勝トーナメントに進出ならず。入れ替え、泊に敗れるという状況が起こり、セット奪取率で決勝トーナメントに進出ならず。    

                                本当に残念でした。本当に残念でした。本当に残念でした。本当に残念でした。    

            弘前三弘前三弘前三弘前三            泊泊泊泊    南部杉沢南部杉沢南部杉沢南部杉沢        油川油川油川油川        田名部田名部田名部田名部    得点得点得点得点    順位順位順位順位    

１１１１        弘前三（弘前）弘前三（弘前）弘前三（弘前）弘前三（弘前）        １１１１－－－－３３３３    ３－３－３－３－００００    ３－０３－０３－０３－０    ３－１３－１３－１３－１    ７７７７    １１１１    

２２２２        泊泊泊泊    （上北（上北（上北（上北））））    ３－１３－１３－１３－１        ３－０３－０３－０３－０    １１１１－－－－３３３３    ３３３３－－－－００００    ７７７７    ２２２２    

３３３３        南部杉沢南部杉沢南部杉沢南部杉沢    （三戸（三戸（三戸（三戸））））            ００００－３－３－３－３        ００００－－－－３３３３            ００００－－－－３３３３        １１１１－３－３－３－３    ４４４４    ５５５５    

４４４４        油油油油    川川川川（（（（青森青森青森青森））））        ０－３０－３０－３０－３            ３３３３－－－－１１１１    ３３３３－－－－００００        ３－１３－１３－１３－１    ７７７７    ３３３３    

５５５５        田名部（むつ田名部（むつ田名部（むつ田名部（むつ））））        １－３１－３１－３１－３        ００００－－－－３３３３        ３－１３－１３－１３－１        １１１１－－－－３３３３        ５５５５    ４４４４    

    

    

                

            赤坂赤坂赤坂赤坂    伶（１）伶（１）伶（１）伶（１）溝江菜々（１）溝江菜々（１）溝江菜々（１）溝江菜々（１）佐々木雛穂（１）金澤佐々木雛穂（１）金澤佐々木雛穂（１）金澤佐々木雛穂（１）金澤    凜（２）舘田和華（２）凜（２）舘田和華（２）凜（２）舘田和華（２）凜（２）舘田和華（２）    船水美亜（３）田村みなみ（３）成田りん（３船水美亜（３）田村みなみ（３）成田りん（３船水美亜（３）田村みなみ（３）成田りん（３船水美亜（３）田村みなみ（３）成田りん（３））））    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

個人戦個人戦個人戦個人戦                        田田田田村みなみ村みなみ村みなみ村みなみ    ３回戦敗退３回戦敗退３回戦敗退３回戦敗退    

    

 



    

＜＜＜＜柔道柔道柔道柔道＞＞＞＞    

４人が県大会へ出場しましたが、県大会の壁は厚く２回戦で全員が敗退となりました。それでも４人が県大会へ出場しましたが、県大会の壁は厚く２回戦で全員が敗退となりました。それでも４人が県大会へ出場しましたが、県大会の壁は厚く２回戦で全員が敗退となりました。それでも４人が県大会へ出場しましたが、県大会の壁は厚く２回戦で全員が敗退となりました。それでも    

唯一の３年生の工藤君が押さえ込みで一本勝ちするなど、見せ場もありました。１・２年生は４人唯一の３年生の工藤君が押さえ込みで一本勝ちするなど、見せ場もありました。１・２年生は４人唯一の３年生の工藤君が押さえ込みで一本勝ちするなど、見せ場もありました。１・２年生は４人唯一の３年生の工藤君が押さえ込みで一本勝ちするなど、見せ場もありました。１・２年生は４人    

しかいませんがしかいませんがしかいませんがしかいませんが、やってみたいと思う人はいませんか。、やってみたいと思う人はいませんか。、やってみたいと思う人はいませんか。、やってみたいと思う人はいませんか。    

    

   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

＜＜＜＜陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技＞＞＞＞    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    

                                                                                        

    

    

        ＜野＜野＜野＜野        球＞球＞球＞球＞    

    １回戦１回戦１回戦１回戦        対対対対        大間中（むつ）大間中（むつ）大間中（むつ）大間中（むつ）            ２－１２－１２－１２－１        勝利勝利勝利勝利    

    ２回戦２回戦２回戦２回戦        対対対対        弘前二中（弘前）弘前二中（弘前）弘前二中（弘前）弘前二中（弘前）        ０－３０－３０－３０－３        惜敗惜敗惜敗惜敗    

    

            

    

    

    

投手投手投手投手    伊藤海輝（３）伊藤海輝（３）伊藤海輝（３）伊藤海輝（３）    捕手捕手捕手捕手    西田颯二朗（３）西田颯二朗（３）西田颯二朗（３）西田颯二朗（３）        一塁手一塁手一塁手一塁手    對馬對馬對馬對馬    廉（３）廉（３）廉（３）廉（３）        二塁手二塁手二塁手二塁手    工藤工藤工藤工藤楓生（３）楓生（３）楓生（３）楓生（３）        

    三塁手三塁手三塁手三塁手    葛西葛西葛西葛西    海海海海（３）（３）（３）（３）    遊撃手遊撃手遊撃手遊撃手    葛西祐之介葛西祐之介葛西祐之介葛西祐之介（２）（２）（２）（２）    左翼手左翼手左翼手左翼手    山口創平山口創平山口創平山口創平（３）（３）（３）（３）        中堅手中堅手中堅手中堅手    三上三上三上三上冬馬冬馬冬馬冬馬（３）（３）（３）（３）    

    右翼手右翼手右翼手右翼手    山崎山崎山崎山崎康生康生康生康生（３）（３）（３）（３）    一塁手一塁手一塁手一塁手    山田山田山田山田    葵葵葵葵（３）（３）（３）（３）                投手投手投手投手    三上三上三上三上裕輝裕輝裕輝裕輝（１）（１）（１）（１）            捕手捕手捕手捕手    奥崎奥崎奥崎奥崎璃空璃空璃空璃空（２）（２）（２）（２）    

外野手外野手外野手外野手    細川細川細川細川寿希寿希寿希寿希（２）（２）（２）（２）    二塁手二塁手二塁手二塁手    工藤新汰工藤新汰工藤新汰工藤新汰（２）（２）（２）（２）        外野手外野手外野手外野手    佐藤佐藤佐藤佐藤駿介駿介駿介駿介（２）（２）（２）（２）        外野手外野手外野手外野手    大科大科大科大科陽彩陽彩陽彩陽彩（２）（２）（２）（２）    

内野手内野手内野手内野手    長谷川海斗（１）長谷川海斗（１）長谷川海斗（１）長谷川海斗（１）    

    

５５㎏級５５㎏級５５㎏級５５㎏級        松村日向松村日向松村日向松村日向（１）（１）（１）（１）    

１回戦１回戦１回戦１回戦    優勢勝ち優勢勝ち優勢勝ち優勢勝ち        

２回戦２回戦２回戦２回戦    優勢負け優勢負け優勢負け優勢負け    

７３㎏級７３㎏級７３㎏級７３㎏級        藤本藤本藤本藤本    永遠永遠永遠永遠（２）（２）（２）（２）    

１回戦１回戦１回戦１回戦    小外刈り小外刈り小外刈り小外刈り    一本負け一本負け一本負け一本負け        

８１㎏級８１㎏級８１㎏級８１㎏級        外川外川外川外川    幸樹幸樹幸樹幸樹（２）（２）（２）（２）    

１回戦１回戦１回戦１回戦    不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝    

２回戦２回戦２回戦２回戦    内股内股内股内股    一本負け一本負け一本負け一本負け    

９０９０９０９０㎏級㎏級㎏級㎏級        工藤工藤工藤工藤    裕大裕大裕大裕大（３）（３）（３）（３）    

            １回戦１回戦１回戦１回戦    横四方固め横四方固め横四方固め横四方固め    一本勝ち一本勝ち一本勝ち一本勝ち    

２回戦２回戦２回戦２回戦    払い腰払い腰払い腰払い腰    一本負け一本負け一本負け一本負け    

    

共通男子４００ｍ共通男子４００ｍ共通男子４００ｍ共通男子４００ｍ        

                    金澤海斗金澤海斗金澤海斗金澤海斗（３）（３）（３）（３）    予選敗退予選敗退予選敗退予選敗退    

共通男子走幅跳共通男子走幅跳共通男子走幅跳共通男子走幅跳    第７位第７位第７位第７位    ５ｍ８２５ｍ８２５ｍ８２５ｍ８２    

                    浅野友喜浅野友喜浅野友喜浅野友喜（３）（３）（３）（３）    

２人とも２人とも２人とも２人とも    本来の調子が出せず悔しい本来の調子が出せず悔しい本来の調子が出せず悔しい本来の調子が出せず悔しい    

結果に終わりました。結果に終わりました。結果に終わりました。結果に終わりました。    残念！！残念！！残念！！残念！！    

濃霧のため、視界が悪く濃霧のため、視界が悪く濃霧のため、視界が悪く濃霧のため、視界が悪くスコアスコアスコアスコアボードも見ボードも見ボードも見ボードも見

えない時がえない時がえない時がえない時があったためあったためあったためあったため、、、、何度か途中で何度か途中で何度か途中で何度か途中で試合が試合が試合が試合が

中断する中での試合でした。１回戦は相手の中断する中での試合でした。１回戦は相手の中断する中での試合でした。１回戦は相手の中断する中での試合でした。１回戦は相手の

ミスに乗じて、勝利を得たものの２回戦は最ミスに乗じて、勝利を得たものの２回戦は最ミスに乗じて、勝利を得たものの２回戦は最ミスに乗じて、勝利を得たものの２回戦は最

終回に逆転サヨナラで勝ち上がった弘前二中終回に逆転サヨナラで勝ち上がった弘前二中終回に逆転サヨナラで勝ち上がった弘前二中終回に逆転サヨナラで勝ち上がった弘前二中

に屈しました。スポーツには必ずしも強いかに屈しました。スポーツには必ずしも強いかに屈しました。スポーツには必ずしも強いかに屈しました。スポーツには必ずしも強いか

ら勝つとは限らないものがあります。ら勝つとは限らないものがあります。ら勝つとは限らないものがあります。ら勝つとは限らないものがあります。    

その時々のメンタル、体調、ミスなど様々その時々のメンタル、体調、ミスなど様々その時々のメンタル、体調、ミスなど様々その時々のメンタル、体調、ミスなど様々

なものが勝負を左右します。東北大会をめざなものが勝負を左右します。東北大会をめざなものが勝負を左右します。東北大会をめざなものが勝負を左右します。東北大会をめざ

した戦いは終わりましたが、中体連秋季大会、した戦いは終わりましたが、中体連秋季大会、した戦いは終わりましたが、中体連秋季大会、した戦いは終わりましたが、中体連秋季大会、

夏季大会を連勝したチームはほとんどありま夏季大会を連勝したチームはほとんどありま夏季大会を連勝したチームはほとんどありま夏季大会を連勝したチームはほとんどありま

せん。せん。せん。せん。今まで良く楽しませてくれました！！今まで良く楽しませてくれました！！今まで良く楽しませてくれました！！今まで良く楽しませてくれました！！    



夏休みに入る前の緊急注意夏休みに入る前の緊急注意夏休みに入る前の緊急注意夏休みに入る前の緊急注意    （内閣から異例の注意）（内閣から異例の注意）（内閣から異例の注意）（内閣から異例の注意）    

内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）からの情報    

「ポケモン GO」は、7 月 6 日にオーストラリア、ニュージーランド、アメリカでアプリのダウンロードが解禁された

ことを⽪切りに、配信国中で爆発的な⼈気を呼んでいるスマートフォンゲーム。日本での正確なリリース日時は未定だが、

内閣サイバーセキュリティセンターは日本国内でのリリースを前にゲームを安全に楽しむための「おねがい」を公開。配

信国ですでに問題になっているゲーム中の事故や事件を踏まえ、サイバー犯罪やネットトラブルから子ども守るためのポ

イントが掲載されている。 

    

    

ケータイやスマホケータイやスマホケータイやスマホケータイやスマホ    

の弊害が叫ばれているの弊害が叫ばれているの弊害が叫ばれているの弊害が叫ばれている

のに、まのに、まのに、まのに、また心配なものた心配なものた心配なものた心配なもの

が出てきました。が出てきました。が出てきました。が出てきました。    

    

    内閣が異例の注意を内閣が異例の注意を内閣が異例の注意を内閣が異例の注意を

呼びかけることが「事呼びかけることが「事呼びかけることが「事呼びかけることが「事

の重大さ」を物語っての重大さ」を物語っての重大さ」を物語っての重大さ」を物語って

いると考えてもいいといると考えてもいいといると考えてもいいといると考えてもいいと

思います。思います。思います。思います。    

        

学校では学校では学校では学校では    スマホはスマホはスマホはスマホは    

中学生には中学生には中学生には中学生には    

持たせる必要は持たせる必要は持たせる必要は持たせる必要は    

ないないないない    

    という考えです。という考えです。という考えです。という考えです。    

    


