
 

 

 

 

 

 

 

 

            このたびの浪岡中の事件を受けて、本校でもこのたびの浪岡中の事件を受けて、本校でもこのたびの浪岡中の事件を受けて、本校でもこのたびの浪岡中の事件を受けて、本校でも職員会議による共通理解、職員会議による共通理解、職員会議による共通理解、職員会議による共通理解、臨時の全校集会、生徒へのアンケート等を実施しました。臨時の全校集会、生徒へのアンケート等を実施しました。臨時の全校集会、生徒へのアンケート等を実施しました。臨時の全校集会、生徒へのアンケート等を実施しました。    

いじめはどの学校でもどの生徒いじめはどの学校でもどの生徒いじめはどの学校でもどの生徒いじめはどの学校でもどの生徒ににににでもでもでもでも起こりうるものです。本校においても、起こりうるものです。本校においても、起こりうるものです。本校においても、起こりうるものです。本校においても、日頃から日頃から日頃から日頃からアンケートや観察を行い、アンケートや観察を行い、アンケートや観察を行い、アンケートや観察を行い、いじめの兆候が感じいじめの兆候が感じいじめの兆候が感じいじめの兆候が感じ    

られたり、訴えがあったられたり、訴えがあったられたり、訴えがあったられたり、訴えがあった場合にはその都度指導をしています。場合にはその都度指導をしています。場合にはその都度指導をしています。場合にはその都度指導をしています。    

また、また、また、また、生徒には生徒には生徒には生徒には以前より何がいじめなのかを具体的に示して継続して指導しています。ただ、ツイッターや掲示板などについては市以前より何がいじめなのかを具体的に示して継続して指導しています。ただ、ツイッターや掲示板などについては市以前より何がいじめなのかを具体的に示して継続して指導しています。ただ、ツイッターや掲示板などについては市以前より何がいじめなのかを具体的に示して継続して指導しています。ただ、ツイッターや掲示板などについては市    

教委と連携して指導していますが、ＬＩＮＥ等は秘匿性が高く、生徒からの訴えでなければ発見できないケースが多く、教委と連携して指導していますが、ＬＩＮＥ等は秘匿性が高く、生徒からの訴えでなければ発見できないケースが多く、教委と連携して指導していますが、ＬＩＮＥ等は秘匿性が高く、生徒からの訴えでなければ発見できないケースが多く、教委と連携して指導していますが、ＬＩＮＥ等は秘匿性が高く、生徒からの訴えでなければ発見できないケースが多く、今後も予断を今後も予断を今後も予断を今後も予断を    

許さない状況です。いじめを許さないためには、善悪の判断や正しいものを正しいと言える雰囲気、変なものを変だと感じる心などが許さない状況です。いじめを許さないためには、善悪の判断や正しいものを正しいと言える雰囲気、変なものを変だと感じる心などが許さない状況です。いじめを許さないためには、善悪の判断や正しいものを正しいと言える雰囲気、変なものを変だと感じる心などが許さない状況です。いじめを許さないためには、善悪の判断や正しいものを正しいと言える雰囲気、変なものを変だと感じる心などが    

必要であり、集団の自浄力というパワーバランスが最も大事であり、必要であり、集団の自浄力というパワーバランスが最も大事であり、必要であり、集団の自浄力というパワーバランスが最も大事であり、必要であり、集団の自浄力というパワーバランスが最も大事であり、傍観者を作らない姿勢が必要だと考えています。傍観者を作らない姿勢が必要だと考えています。傍観者を作らない姿勢が必要だと考えています。傍観者を作らない姿勢が必要だと考えています。    

    あわせて、子どもにケータイやスマホを持たせることは保護者の責任であり、その使い方を指導することもその責任の一部です。あわせて、子どもにケータイやスマホを持たせることは保護者の責任であり、その使い方を指導することもその責任の一部です。あわせて、子どもにケータイやスマホを持たせることは保護者の責任であり、その使い方を指導することもその責任の一部です。あわせて、子どもにケータイやスマホを持たせることは保護者の責任であり、その使い方を指導することもその責任の一部です。    

学習や健全な生活の妨げとなっている場合は取り上げたり、契約を解除することも保護者の権利であり、必要な義務ではないかと思っ学習や健全な生活の妨げとなっている場合は取り上げたり、契約を解除することも保護者の権利であり、必要な義務ではないかと思っ学習や健全な生活の妨げとなっている場合は取り上げたり、契約を解除することも保護者の権利であり、必要な義務ではないかと思っ学習や健全な生活の妨げとなっている場合は取り上げたり、契約を解除することも保護者の権利であり、必要な義務ではないかと思っ    

ています。ています。ています。ています。    以下には全校集会で話した内容以下には全校集会で話した内容以下には全校集会で話した内容以下には全校集会で話した内容やアンケートの結果などをやアンケートの結果などをやアンケートの結果などをやアンケートの結果などを載せておきました。保健室だよりや道徳通信などの内容とも載せておきました。保健室だよりや道徳通信などの内容とも載せておきました。保健室だよりや道徳通信などの内容とも載せておきました。保健室だよりや道徳通信などの内容とも    

合わせて、一度子どもと話し合うこともお薦めします。合わせて、一度子どもと話し合うこともお薦めします。合わせて、一度子どもと話し合うこともお薦めします。合わせて、一度子どもと話し合うこともお薦めします。    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    第７号   

平成２８年  ９月 ２１日 

男子１８３名  女子１６２名 

計３４５名 

〒038-0058  

青森市大字羽白字沢田４７１ 

担当：校長 岩田 靖 

 

 既に新聞報道で知っている人もいるでしょうが、８月中に本県で２名の中学生が自ら命を絶ちました。いずれもその背景には、既に新聞報道で知っている人もいるでしょうが、８月中に本県で２名の中学生が自ら命を絶ちました。いずれもその背景には、既に新聞報道で知っている人もいるでしょうが、８月中に本県で２名の中学生が自ら命を絶ちました。いずれもその背景には、既に新聞報道で知っている人もいるでしょうが、８月中に本県で２名の中学生が自ら命を絶ちました。いずれもその背景には、

本人にとって嫌なことがくり返され、耐えられずに行動に移したという事件です。本人にとって嫌なことがくり返され、耐えられずに行動に移したという事件です。本人にとって嫌なことがくり返され、耐えられずに行動に移したという事件です。本人にとって嫌なことがくり返され、耐えられずに行動に移したという事件です。特に浪岡中の事件は、青森市の事件であり私自特に浪岡中の事件は、青森市の事件であり私自特に浪岡中の事件は、青森市の事件であり私自特に浪岡中の事件は、青森市の事件であり私自

身も衝撃を受けました。身も衝撃を受けました。身も衝撃を受けました。身も衝撃を受けました。    

スマホに遺書を書き込んだ時の本人の心境、その事実を知った時のご家族の心境、学校の先生方の心境を思うとやるせない気持スマホに遺書を書き込んだ時の本人の心境、その事実を知った時のご家族の心境、学校の先生方の心境を思うとやるせない気持スマホに遺書を書き込んだ時の本人の心境、その事実を知った時のご家族の心境、学校の先生方の心境を思うとやるせない気持スマホに遺書を書き込んだ時の本人の心境、その事実を知った時のご家族の心境、学校の先生方の心境を思うとやるせない気持

ちで一杯です。また、その後の報道やインターネットなどのちで一杯です。また、その後の報道やインターネットなどのちで一杯です。また、その後の報道やインターネットなどのちで一杯です。また、その後の報道やインターネットなどの犯人捜しや心ない犯人捜しや心ない犯人捜しや心ない犯人捜しや心ない書き込みを見ているとより複雑な気持ちになります。書き込みを見ているとより複雑な気持ちになります。書き込みを見ているとより複雑な気持ちになります。書き込みを見ているとより複雑な気持ちになります。    

    本校では昨年の５月に泉先生が交通事故で他界され、人を失うことの悲しみを体験しています。また、全校道徳で昨年は東日本本校では昨年の５月に泉先生が交通事故で他界され、人を失うことの悲しみを体験しています。また、全校道徳で昨年は東日本本校では昨年の５月に泉先生が交通事故で他界され、人を失うことの悲しみを体験しています。また、全校道徳で昨年は東日本本校では昨年の５月に泉先生が交通事故で他界され、人を失うことの悲しみを体験しています。また、全校道徳で昨年は東日本

大震災の時の気仙沼市の階上中の生徒会長梶原裕太君の卒業式答辞、今年は腰塚勇人さんの話を通して、命の大切さや生きる事の大震災の時の気仙沼市の階上中の生徒会長梶原裕太君の卒業式答辞、今年は腰塚勇人さんの話を通して、命の大切さや生きる事の大震災の時の気仙沼市の階上中の生徒会長梶原裕太君の卒業式答辞、今年は腰塚勇人さんの話を通して、命の大切さや生きる事の大震災の時の気仙沼市の階上中の生徒会長梶原裕太君の卒業式答辞、今年は腰塚勇人さんの話を通して、命の大切さや生きる事の

尊さを話している上に、「心を耕す」ということで尊さを話している上に、「心を耕す」ということで尊さを話している上に、「心を耕す」ということで尊さを話している上に、「心を耕す」ということで道徳にも他校以上に取り組んでいますが、君たちの日常の様子を見ていると時々道徳にも他校以上に取り組んでいますが、君たちの日常の様子を見ていると時々道徳にも他校以上に取り組んでいますが、君たちの日常の様子を見ていると時々道徳にも他校以上に取り組んでいますが、君たちの日常の様子を見ていると時々

「いじめ」と思えるような無神経な出来事が起こっていることは本校でも多少あると思っています。「いじめ」と思えるような無神経な出来事が起こっていることは本校でも多少あると思っています。「いじめ」と思えるような無神経な出来事が起こっていることは本校でも多少あると思っています。「いじめ」と思えるような無神経な出来事が起こっていることは本校でも多少あると思っています。    

    人ですから他の人といさかいや衝突はあるでしょう。しかし、それをしつこく、相手が嫌がり、ダメージを受けるまでやり続け人ですから他の人といさかいや衝突はあるでしょう。しかし、それをしつこく、相手が嫌がり、ダメージを受けるまでやり続け人ですから他の人といさかいや衝突はあるでしょう。しかし、それをしつこく、相手が嫌がり、ダメージを受けるまでやり続け人ですから他の人といさかいや衝突はあるでしょう。しかし、それをしつこく、相手が嫌がり、ダメージを受けるまでやり続け

る。そして、周囲まで巻き込むなどということが事態を大きくします。そして、ラインやツイッターでの噂の拡散、それに対するる。そして、周囲まで巻き込むなどということが事態を大きくします。そして、ラインやツイッターでの噂の拡散、それに対するる。そして、周囲まで巻き込むなどということが事態を大きくします。そして、ラインやツイッターでの噂の拡散、それに対するる。そして、周囲まで巻き込むなどということが事態を大きくします。そして、ラインやツイッターでの噂の拡散、それに対する

同調、これが耐えるという一線を越える原因になっていると思っています。同調、これが耐えるという一線を越える原因になっていると思っています。同調、これが耐えるという一線を越える原因になっていると思っています。同調、これが耐えるという一線を越える原因になっていると思っています。    

本校にはいじめ防止基本方針というものがあるので、それを紹介します。本校にはいじめ防止基本方針というものがあるので、それを紹介します。本校にはいじめ防止基本方針というものがあるので、それを紹介します。本校にはいじめ防止基本方針というものがあるので、それを紹介します。    

    

                                            （パワーポイントの内容を一部次ページに紹介しています。）（パワーポイントの内容を一部次ページに紹介しています。）（パワーポイントの内容を一部次ページに紹介しています。）（パワーポイントの内容を一部次ページに紹介しています。）        中中中中    略略略略    

    

先生方にとっては一人一人の生徒が大切で、将来が楽しみな存在です。だからこそ、先生方にとっては一人一人の生徒が大切で、将来が楽しみな存在です。だからこそ、先生方にとっては一人一人の生徒が大切で、将来が楽しみな存在です。だからこそ、先生方にとっては一人一人の生徒が大切で、将来が楽しみな存在です。だからこそ、「いじめは絶対に許されない」「いじめは「いじめは絶対に許されない」「いじめは「いじめは絶対に許されない」「いじめは「いじめは絶対に許されない」「いじめは

いじめる側が悪い」との認識いじめる側が悪い」との認識いじめる側が悪い」との認識いじめる側が悪い」との認識    「いじめは、どの生徒にも、どの学校においても起こり得る」との認識「いじめは、どの生徒にも、どの学校においても起こり得る」との認識「いじめは、どの生徒にも、どの学校においても起こり得る」との認識「いじめは、どの生徒にも、どの学校においても起こり得る」との認識    「いじめの未然防止は、「いじめの未然防止は、「いじめの未然防止は、「いじめの未然防止は、

学校・教職員の重要課題」との認識でいじめに臨みます。だから、その兆しが見られたら、注意をするということを覚えておいて学校・教職員の重要課題」との認識でいじめに臨みます。だから、その兆しが見られたら、注意をするということを覚えておいて学校・教職員の重要課題」との認識でいじめに臨みます。だから、その兆しが見られたら、注意をするということを覚えておいて学校・教職員の重要課題」との認識でいじめに臨みます。だから、その兆しが見られたら、注意をするということを覚えておいて

ください。ください。ください。ください。    

でも、もし起こった場合は早期発見・早期対応が鍵になります。その場合はでも、もし起こった場合は早期発見・早期対応が鍵になります。その場合はでも、もし起こった場合は早期発見・早期対応が鍵になります。その場合はでも、もし起こった場合は早期発見・早期対応が鍵になります。その場合は    ①①①①    困ったら困ったら困ったら困ったら    相談相談相談相談    （だれでも、どこでも）（だれでも、どこでも）（だれでも、どこでも）（だれでも、どこでも）    

②②②②    見かけたら報告見かけたら報告見かけたら報告見かけたら報告    ③③③③場合によっては場合によっては場合によっては場合によっては（やり過ぎたなと思ったら）（やり過ぎたなと思ったら）（やり過ぎたなと思ったら）（やり過ぎたなと思ったら）、自分で自分を振り返り、謝罪、自分で自分を振り返り、謝罪、自分で自分を振り返り、謝罪、自分で自分を振り返り、謝罪    ④④④④    LINELINELINELINE・・・・SNSSNSSNSSNSに書き込まないに書き込まないに書き込まないに書き込まない    

ということが鍵となります。ということが鍵となります。ということが鍵となります。ということが鍵となります。    

油中生のパワー、団結力は市内のどこにも負けないものを持っているので安全、安心して過ごせる学校づくりに協力してください。油中生のパワー、団結力は市内のどこにも負けないものを持っているので安全、安心して過ごせる学校づくりに協力してください。油中生のパワー、団結力は市内のどこにも負けないものを持っているので安全、安心して過ごせる学校づくりに協力してください。油中生のパワー、団結力は市内のどこにも負けないものを持っているので安全、安心して過ごせる学校づくりに協力してください。    

                                                                                                                                            ９月６日９月６日９月６日９月６日    緊急全校集会緊急全校集会緊急全校集会緊急全校集会    校長講話校長講話校長講話校長講話    

 



                   パワーポイントの一部パワーポイントの一部パワーポイントの一部パワーポイントの一部    

  

いじめ には

悪口を言い続ける

あざける（嘲笑）・・・相手を低く見てばかに相手を低く見てばかに相手を低く見てばかに相手を低く見てばかにするするするする

ばかばかばかばかにして悪く言ったり笑ったりするにして悪く言ったり笑ったりするにして悪く言ったり笑ったりするにして悪く言ったり笑ったりする

落書き

物壊し

集団での無視

陰口（メールでも）

避ける（人、物 中には机・椅子）

わざとぶつかる

いやがっているのに小突く （椅子を蹴る）

 

いじめ には

命令 して何かをさせる（個人でも、集団でも）

脅して何かをさせる （強要）

性的辱め （直接、間接）

部活動中のいじめ（プレー、ボール）

メール等による誹謗中傷

噂流し

 

いじめ には

授業中のからかい（発言も、点数も）

仲間はずれ

嫌がらせ

暴力

たかり（金品をせびること）

使い走り

等々 中には 犯罪となり得るものも

 

安全・安心な学校で安全・安心な学校で安全・安心な学校で安全・安心な学校で

楽しく学校生活を終わるためには楽しく学校生活を終わるためには楽しく学校生活を終わるためには楽しく学校生活を終わるためには

人の個性を認めろ

（スポーツ、成績、性格、容姿など長所も短所も

あって人間）

人は成長する

（小学校時代は小学生、失敗もある。

様々な経験をするために、中学校、高校、大学が

ある。社会に出てから、立派になる人物も）

狭い仲間意識をもつな

油中生は３４５名、相手は倍の人数の学校

みんなが活躍してこそ、対抗できる。

    

いじめの当事者

• いじめは
「いじめられる生徒」 →← 「いじめる生徒」

「「「「観衆」・「傍観者観衆」・「傍観者観衆」・「傍観者観衆」・「傍観者」」」」

などの周囲の生徒がいる場合が多い。

周囲の生徒の捉え方により、抑止作用になっ

たり促進作用となったりする。

  

大切なのはあなたの幸せ大切なのはあなたの幸せ大切なのはあなたの幸せ大切なのはあなたの幸せ

あなたの未来あなたの未来あなたの未来あなたの未来

 

いじめ問題を解決するために最も重要なポイ

ントは、早期発見・早期対応

１ 困ったら 相談 （誰でも、どこでも）

２ 見かけたら報告 （傍観者になるな）

３ 自分で自分を振り返り、謝罪

（ごめんなさい・・・ 許す、寛容さ）

４ LINE・SNSに書き込まない

（人のことは書くな）

 

困った時に取る

選択肢はたくさんある。

命の大切さを訴えてきた油川中

だからこそ、死んではダメ！！

１２月には腰塚さんが来校

 
    

                                                                                    いじめのアンケートいじめのアンケートいじめのアンケートいじめのアンケートからからからから    一部抜粋一部抜粋一部抜粋一部抜粋    

 

 周りの人の好意や言動で周りの人の好意や言動で周りの人の好意や言動で周りの人の好意や言動で    

    嫌な思いしている。嫌な思いしている。嫌な思いしている。嫌な思いしている。    

いじめられているいじめられているいじめられているいじめられている    

場面を見た。場面を見た。場面を見た。場面を見た。    

     通信機器の所有通信機器の所有通信機器の所有通信機器の所有    （人数）（人数）（人数）（人数）    

ＰＣＰＣＰＣＰＣ        スマホスマホスマホスマホ    ケータイケータイケータイケータイ        タブレットタブレットタブレットタブレット        その他その他その他その他        

     ＳＮＳの利用ＳＮＳの利用ＳＮＳの利用ＳＮＳの利用    （人数）（人数）（人数）（人数）    

ＬＩＮＥＬＩＮＥＬＩＮＥＬＩＮＥ        ツイッターツイッターツイッターツイッター    フェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブック        その他その他その他その他    

１年１年１年１年男男男男    ６人６人６人６人                    ２人２人２人２人    ７７７７    １９１９１９１９    ６６６６            １１１１１１１１    ５５５５    １６１６１６１６            ３３３３            ２２２２        ００００    

        女女女女    ６人６人６人６人            ２人２人２人２人    １１１１１１１１    ３２３２３２３２    ４４４４    １１１１１１１１    ２２２２    ４１４１４１４１            ６６６６            ２２２２    １１１１    

２年２年２年２年男男男男    １人１人１人１人            ０人０人０人０人    １２１２１２１２    ２０２０２０２０        ５５５５            １１１１１１１１        １１１１            ２５２５２５２５        １１１１１１１１            １１１１        ００００    

        女女女女    ４人４人４人４人            ０人０人０人０人    １５１５１５１５    ２２２２２２２２        ９９９９                ８８８８        ２２２２        ２１２１２１２１            ８８８８            １１１１        ００００    

３年３年３年３年男男男男    ２人２人２人２人            １人１人１人１人    １１１１１１１１    １１１１１１１１        ７７７７            １５１５１５１５    １４１４１４１４        ２２２２２２２２        １４１４１４１４            ３３３３        ７７７７    

        女女女女    １人１人１人１人            １人１人１人１人    ８８８８    ２２２２２２２２        ８８８８    １２１２１２１２    ３３３３        ３０３０３０３０        ２２２２２２２２            １１１１        ３３３３    

計計計計    男男男男 ９人９人９人９人            ３人３人３人３人    ３１３１３１３１    ５０５０５０５０    １８１８１８１８            ３７３７３７３７    ２０２０２０２０        ６３６３６３６３        ２８２８２８２８            ６６６６        ７７７７    

女女女女    １１人１１人１１人１１人            ３人３人３人３人    ３５３５３５３５    ７６７６７６７６    ２１２１２１２１            ３１３１３１３１        ７７７７        ９２９２９２９２        ３６３６３６３６            ４４４４        ４４４４    

                                    Ipod            インスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラム    

                                                                       DS等         ミックスチャンネル等ミックスチャンネル等ミックスチャンネル等ミックスチャンネル等    

                                                        １年生のスマホの使い方に要注意１年生のスマホの使い方に要注意１年生のスマホの使い方に要注意１年生のスマホの使い方に要注意    ((((スマホ中毒、ネットいじめの危険もスマホ中毒、ネットいじめの危険もスマホ中毒、ネットいじめの危険もスマホ中毒、ネットいじめの危険も))))    

 今回のアンケートは校内の状況を探り、ウミを出し、悩みを抱えている生徒や危険に陥りやすい生徒を把握するために、

記名式で行いました。アンケート結果からは１年のスマホの所持率が５１名、５８．２％となっており、いつでもＬＩＮＥ 

と接続できる状況になっており、１年女子は（保護者の物を利用している人も含め）55 名中41 名と７４．５％が利用して

いることが分かりました。全体的に女子生徒の利用率が高く、「ネットいじめ」の危険性を持っていることが分かります。口

で話すのと違い、ＩＴ関係のものは消えません。変な書き込みや投稿をすると一生残り、将来の結婚や就職に響く可能性が

あるので、一時の楽しさや怒りにまかせての行為（誹謗・中傷や安易な書き込み、画像）は絶対に行わないようにしましょ

う。また、利用の仕方については、頻繁に注意していますが保護者の責務として関心を持っても欲しいと思います。 

 

傍観者に関する 

  動 画 



 

  ９月４日（日） 野木和保育園運動会ボランティに１３名が協力しました。ゴールテープを持ったり、障害走の道具係を 

  努めたりと良く働いていました。それにしても５歳児は忙しいと小学校の長沼教頭先生と話していました。写真は佐藤 

  教頭先生撮影です。だんだん瞬間の表情をとらえるのが上手になってきています。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                    

        今年（２０１６年）は今年（２０１６年）は今年（２０１６年）は今年（２０１６年）は、、、、イタリア館イタリア館イタリア館イタリア館    創設者のイタリア人の創設者のイタリア人の創設者のイタリア人の創設者のイタリア人のジュセップジュセップジュセップジュセップ====ファブリーファブリーファブリーファブリーが油川に来たのがが油川に来たのがが油川に来たのがが油川に来たのが大正５年の１９１６年ですから大正５年の１９１６年ですから大正５年の１９１６年ですから大正５年の１９１６年ですから    

まさに１００年前まさに１００年前まさに１００年前まさに１００年前のことです。これを記念して、今年は左から「アブーニ」「トマッチェ」「ノギワーノ」が作られました。のことです。これを記念して、今年は左から「アブーニ」「トマッチェ」「ノギワーノ」が作られました。のことです。これを記念して、今年は左から「アブーニ」「トマッチェ」「ノギワーノ」が作られました。のことです。これを記念して、今年は左から「アブーニ」「トマッチェ」「ノギワーノ」が作られました。    

途中台風の雨の影響で「アブーニ」の顔が変形し、途中台風の雨の影響で「アブーニ」の顔が変形し、途中台風の雨の影響で「アブーニ」の顔が変形し、途中台風の雨の影響で「アブーニ」の顔が変形し、現在現在現在現在応急修理をしております。応急修理をしております。応急修理をしております。応急修理をしております。    

 

 油川小学校の代表がエコキャップを届けに来てくれました油川小学校の代表がエコキャップを届けに来てくれました油川小学校の代表がエコキャップを届けに来てくれました油川小学校の代表がエコキャップを届けに来てくれました。。。。    

地域では「虹の会」の八木橋さんが毎月のように届けてくれています。回収し地域では「虹の会」の八木橋さんが毎月のように届けてくれています。回収し地域では「虹の会」の八木橋さんが毎月のように届けてくれています。回収し地域では「虹の会」の八木橋さんが毎月のように届けてくれています。回収し

たエコキャップは市の清掃管理課に送ります。たエコキャップは市の清掃管理課に送ります。たエコキャップは市の清掃管理課に送ります。たエコキャップは市の清掃管理課に送ります。    

ペットボトルのキャップ回収・リサイクルペットボトルのキャップ回収・リサイクルペットボトルのキャップ回収・リサイクルペットボトルのキャップ回収・リサイクル    は、は、は、は、現在ゴミ現在ゴミ現在ゴミ現在ゴミとして焼却されていとして焼却されていとして焼却されていとして焼却されてい

るるるることから、ことから、ことから、ことから、温室効果ガスの発生抑制、さらにはキャップの売却益で世界の子温室効果ガスの発生抑制、さらにはキャップの売却益で世界の子温室効果ガスの発生抑制、さらにはキャップの売却益で世界の子温室効果ガスの発生抑制、さらにはキャップの売却益で世界の子

供たちにポリオワクチンを届け国際社会に貢献する活動供たちにポリオワクチンを届け国際社会に貢献する活動供たちにポリオワクチンを届け国際社会に貢献する活動供たちにポリオワクチンを届け国際社会に貢献する活動です。です。です。です。キャップキャップキャップキャップ 900900900900 個個個個

＝Ａ＝Ａ＝Ａ＝Ａ4444コピー用紙箱・一箱分が、一人分のワクチンとなります。コピー用紙箱・一箱分が、一人分のワクチンとなります。コピー用紙箱・一箱分が、一人分のワクチンとなります。コピー用紙箱・一箱分が、一人分のワクチンとなります。また、障がいをまた、障がいをまた、障がいをまた、障がいを

持つ方々の就労支援にも役立っているとのことです。持つ方々の就労支援にも役立っているとのことです。持つ方々の就労支援にも役立っているとのことです。持つ方々の就労支援にも役立っているとのことです。    

    汚れているものは出来れば簡単に洗浄し汚れているものは出来れば簡単に洗浄し汚れているものは出来れば簡単に洗浄し汚れているものは出来れば簡単に洗浄し、、、、調味料のふたも大丈夫です。リサ調味料のふたも大丈夫です。リサ調味料のふたも大丈夫です。リサ調味料のふたも大丈夫です。リサ

イクルの機械の関係で、油が付着した物、紙のクッション、金属（プルタブなイクルの機械の関係で、油が付着した物、紙のクッション、金属（プルタブなイクルの機械の関係で、油が付着した物、紙のクッション、金属（プルタブなイクルの機械の関係で、油が付着した物、紙のクッション、金属（プルタブな

ど）は混ぜない、キャンペーンシール等はできるだけはがして下さい。ど）は混ぜない、キャンペーンシール等はできるだけはがして下さい。ど）は混ぜない、キャンペーンシール等はできるだけはがして下さい。ど）は混ぜない、キャンペーンシール等はできるだけはがして下さい。 

    

蝦名賛（３の１）、成田りん（３の１）大西達也（３の２）、川崎彗奈（３の２）、櫻田千馬（３の２）蝦名賛（３の１）、成田りん（３の１）大西達也（３の２）、川崎彗奈（３の２）、櫻田千馬（３の２）蝦名賛（３の１）、成田りん（３の１）大西達也（３の２）、川崎彗奈（３の２）、櫻田千馬（３の２）蝦名賛（３の１）、成田りん（３の１）大西達也（３の２）、川崎彗奈（３の２）、櫻田千馬（３の２）    

對馬虎之介（３の２）、村上知穂（３の２）、阿部愛璃（３の３）對馬虎之介（３の２）、村上知穂（３の２）、阿部愛璃（３の３）對馬虎之介（３の２）、村上知穂（３の２）、阿部愛璃（３の３）對馬虎之介（３の２）、村上知穂（３の２）、阿部愛璃（３の３）柿﨑勇祐（３の３）、金澤海斗（３の３）柿﨑勇祐（３の３）、金澤海斗（３の３）柿﨑勇祐（３の３）、金澤海斗（３の３）柿﨑勇祐（３の３）、金澤海斗（３の３）    

小澤一樹（３の３）小林瑞季（３の３）、舘田頼人（３の３）小澤一樹（３の３）小林瑞季（３の３）、舘田頼人（３の３）小澤一樹（３の３）小林瑞季（３の３）、舘田頼人（３の３）小澤一樹（３の３）小林瑞季（３の３）、舘田頼人（３の３）        

 

今年も美術部作成の 

「イタリーＮＯＧＩＷＡ」 

が かかしロード２８０の

かかし総選挙で 

「特別賞」に輝きました。 

 



                                                                    

    

            新応援団長新応援団長新応援団長新応援団長

こそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書き

        をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。

 

    （１）柔道競技（１）柔道競技（１）柔道競技（１）柔道競技

    

                                

                    

                                

                                

                                

 

 （３）バレーボール競技（３）バレーボール競技（３）バレーボール競技（３）バレーボール競技

       

       

          

 （５）陸上競技（５）陸上競技（５）陸上競技（５）陸上競技

      ・２年男子・２年男子・２年男子・２年男子

            ・共通男子・共通男子・共通男子・共通男子

            ・１年男子・１年男子・１年男子・１年男子

        ・２年男子・２年男子・２年男子・２年男子

   ・２年男子

・１年男子

※※※※

                                                                                                                                                                                                                                        

    

 （７）水泳競技（７）水泳競技（７）水泳競技（７）水泳競技

 

        

         

         

         

                                                                                                                                                                                                    

※※※※

                                

                        

                        

    （９）バドミントン競技（９）バドミントン競技（９）バドミントン競技（９）バドミントン競技

    

  ・女子団体

  ・女子ダブルス

第５位第５位第５位第５位    

  ・１年女子シングル

       

        

※※※※

                                                                                                                    

                                                                                                                                            

    （（（（11111111）野球競技）野球競技）野球競技）野球競技

           

第４１回第４１回第４１回第４１回

      中学校女子学校対抗戦中学校女子学校対抗戦中学校女子学校対抗戦中学校女子学校対抗戦

青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦

                                                                    

新応援団長新応援団長新応援団長新応援団長    伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝

こそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書き

をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。

（１）柔道競技（１）柔道競技（１）柔道競技（１）柔道競技                                                                                                                        

    ・男子 団体戦

                                ・男子・男子・男子・男子    個人戦個人戦個人戦個人戦

                        ５０５０５０５０kgkgkgkg級級級級

                                        ５５５５５５５５kgkgkgkg級級級級

                                        ７３７３７３７３kgkgkgkg級級級級

                                        ８１８１８１８１kgkgkgkg級級級級

※※※※    柔道部全員県大会出場です柔道部全員県大会出場です柔道部全員県大会出場です柔道部全員県大会出場です

（３）バレーボール競技（３）バレーボール競技（３）バレーボール競技（３）バレーボール競技

   男子：１回戦敗退

       女子：１回戦敗退

※※※※    バレーはどちらもバレーはどちらもバレーはどちらもバレーはどちらも

       

（５）陸上競技（５）陸上競技（５）陸上競技（５）陸上競技                    

・２年男子・２年男子・２年男子・２年男子    走り高跳び走り高跳び走り高跳び走り高跳び

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

・１年男子・１年男子・１年男子・１年男子    砲丸投げ砲丸投げ砲丸投げ砲丸投げ

・２年男子・２年男子・２年男子・２年男子    砲丸投げ砲丸投げ砲丸投げ砲丸投げ

・２年男子 200ｍ

・１年男子  800ｍ

※※※※    リレーももうちょっとで決勝でした。リレーももうちょっとで決勝でした。リレーももうちょっとで決勝でした。リレーももうちょっとで決勝でした。

                                                                                                                                                                                                                                        

 

（７）水泳競技（７）水泳競技（７）水泳競技（７）水泳競技                                                                                                                                                                                                                                                            

         ・男子 400m

     ・男子 100m

      ・男子 100m

         ・男子・男子・男子・男子    200m  200m  200m  200m  

                                                                                                                                                                                                

※※※※    水泳競技は水泳競技は水泳競技は水泳競技は    

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

（９）バドミントン競技（９）バドミントン競技（９）バドミントン競技（９）バドミントン競技

・女子団体 第３位

・女子ダブルス                           

    山口心愛（２の２）・梅田結楽良（２の３）組山口心愛（２の２）・梅田結楽良（２の３）組山口心愛（２の２）・梅田結楽良（２の３）組山口心愛（２の２）・梅田結楽良（２の３）組

・１年女子シングル

               小山内寧生小山内寧生小山内寧生小山内寧生    

            安藤心菜安藤心菜安藤心菜安藤心菜        

※※※※    もう少しで団体が県大会でしたもう少しで団体が県大会でしたもう少しで団体が県大会でしたもう少しで団体が県大会でした

                                                                                                        

                                                                                                                                            

）野球競技）野球競技）野球競技）野球競技    

    ２回戦敗退 

第４１回第４１回第４１回第４１回    青森市民バドミントン大会青森市民バドミントン大会青森市民バドミントン大会青森市民バドミントン大会

中学校女子学校対抗戦中学校女子学校対抗戦中学校女子学校対抗戦中学校女子学校対抗戦

青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦

                                                                    

伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝

こそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書き

をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。

                                                                                                                        

団体戦 第３位   

個人戦個人戦個人戦個人戦    

級級級級    第３位第３位第３位第３位    山形健太山形健太山形健太山形健太

級級級級    優勝優勝優勝優勝        松村日向松村日向松村日向松村日向

級級級級    第３位第３位第３位第３位    藤本永遠（２年藤本永遠（２年藤本永遠（２年藤本永遠（２年

級級級級    第２位第２位第２位第２位    外川幸樹（２年外川幸樹（２年外川幸樹（２年外川幸樹（２年

柔道部全員県大会出場です柔道部全員県大会出場です柔道部全員県大会出場です柔道部全員県大会出場です

（３）バレーボール競技（３）バレーボール競技（３）バレーボール競技（３）バレーボール競技                                                                    

男子：１回戦敗退  １－２ 

女子：１回戦敗退  １－２ 

バレーはどちらもバレーはどちらもバレーはどちらもバレーはどちらも    第一セットを取っての第一セットを取っての第一セットを取っての第一セットを取っての

                                                                                                                            

走り高跳び走り高跳び走り高跳び走り高跳び        第２位第２位第２位第２位

400m  400m  400m  400m              第２位第２位第２位第２位

砲丸投げ砲丸投げ砲丸投げ砲丸投げ        第２位第２位第２位第２位

砲丸投げ砲丸投げ砲丸投げ砲丸投げ        第１位第１位第１位第１位

ｍ     第8位

ｍ        第5位

リレーももうちょっとで決勝でした。リレーももうちょっとで決勝でした。リレーももうちょっとで決勝でした。リレーももうちょっとで決勝でした。

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                        

400m 自由形    

100m バタフライ

100m 背泳ぎ      

200m  200m  200m  200m  個人メドレー個人メドレー個人メドレー個人メドレー

                                                                                                                                                                                                

    今シーズン最後の競技でした。今シーズン最後の競技でした。今シーズン最後の競技でした。今シーズン最後の競技でした。

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

（９）バドミントン競技（９）バドミントン競技（９）バドミントン競技（９）バドミントン競技                                                                                    

第３位 ３回戦敗退（代表決定戦敗退）

                           

山口心愛（２の２）・梅田結楽良（２の３）組山口心愛（２の２）・梅田結楽良（２の３）組山口心愛（２の２）・梅田結楽良（２の３）組山口心愛（２の２）・梅田結楽良（２の３）組

・１年女子シングル                        

    第２位第２位第２位第２位                                                                                        

        第３位第３位第３位第３位                    

もう少しで団体が県大会でしたもう少しで団体が県大会でしたもう少しで団体が県大会でしたもう少しで団体が県大会でした

                                                                                                        

                                                                                                                                            

 １－２ 造道中

青森市民バドミントン大会青森市民バドミントン大会青森市民バドミントン大会青森市民バドミントン大会

中学校女子学校対抗戦中学校女子学校対抗戦中学校女子学校対抗戦中学校女子学校対抗戦        第３位第３位第３位第３位

青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦

                                                                    

伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝

こそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書き

をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。

                                                                                                                        

 リーグ戦０勝２敗

山形健太山形健太山形健太山形健太（１年（１年（１年（１年））））

松村日向松村日向松村日向松村日向（１年（１年（１年（１年））））

藤本永遠（２年藤本永遠（２年藤本永遠（２年藤本永遠（２年））））

外川幸樹（２年外川幸樹（２年外川幸樹（２年外川幸樹（２年））））

柔道部全員県大会出場です柔道部全員県大会出場です柔道部全員県大会出場です柔道部全員県大会出場です  

                                                                    

 佃中                     

 浪岡中                     

第一セットを取っての第一セットを取っての第一セットを取っての第一セットを取っての

                                                                                                        

第２位第２位第２位第２位    坂本尚郁坂本尚郁坂本尚郁坂本尚郁（２年）（２年）（２年）（２年）

第２位第２位第２位第２位    山口瑠星山口瑠星山口瑠星山口瑠星    （２年）（２年）（２年）（２年）

第２位第２位第２位第２位    田中里空田中里空田中里空田中里空    （（（（

第１位第１位第１位第１位    山口太洋山口太洋山口太洋山口太洋    （２年（２年（２年（２年

位 竹内大斗 

位 小笠原祐弥（１年）

リレーももうちょっとで決勝でした。リレーももうちょっとで決勝でした。リレーももうちょっとで決勝でした。リレーももうちょっとで決勝でした。                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                        

    第６位 工藤亜瑠（１年

バタフライ   第７位 工藤亜瑠（１年

       第４位 赤坂直柾（１年

個人メドレー個人メドレー個人メドレー個人メドレー        第２位第２位第２位第２位    赤坂直柾（１年赤坂直柾（１年赤坂直柾（１年赤坂直柾（１年

                                                                                                                                                                                                

今シーズン最後の競技でした。今シーズン最後の競技でした。今シーズン最後の競技でした。今シーズン最後の競技でした。

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                

３回戦敗退（代表決定戦敗退）

                           

山口心愛（２の２）・梅田結楽良（２の３）組山口心愛（２の２）・梅田結楽良（２の３）組山口心愛（２の２）・梅田結楽良（２の３）組山口心愛（２の２）・梅田結楽良（２の３）組

                        

                                                                                

                  

もう少しで団体が県大会でしたもう少しで団体が県大会でしたもう少しで団体が県大会でしたもう少しで団体が県大会でした                                                        

                                                                                                        

                                                                                                                                            

造道中        ※※※※

 

青森市民バドミントン大会青森市民バドミントン大会青森市民バドミントン大会青森市民バドミントン大会                 

第３位第３位第３位第３位        油川中学校油川中学校油川中学校油川中学校

青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦

                                                                    

伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝

こそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書き

をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。

                                                                                                                        

リーグ戦０勝２敗              

））））                        [[[[県大会県大会県大会県大会

））））                        [[[[県大会県大会県大会県大会

））））                        [[[[県大会県大会県大会県大会

））））                        [[[[県大会県大会県大会県大会

                                                                                                                

                  

                

第一セットを取っての第一セットを取っての第一セットを取っての第一セットを取っての    惜しい惜しい惜しい惜しい    敗戦敗戦敗戦敗戦

                                                                                                        

（２年）（２年）（２年）（２年）1m50cm 1m50cm 1m50cm 1m50cm 

（２年）（２年）（２年）（２年）58585858秒秒秒秒50505050

（（（（1111年）年）年）年）9m069m069m069m06        

（２年（２年（２年（２年    9m69 9m69 9m69 9m69     

（２年）25秒43

小笠原祐弥（１年）2分28

                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                        

工藤亜瑠（１年

工藤亜瑠（１年

赤坂直柾（１年

赤坂直柾（１年赤坂直柾（１年赤坂直柾（１年赤坂直柾（１年

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

今シーズン最後の競技でした。今シーズン最後の競技でした。今シーズン最後の競技でした。今シーズン最後の競技でした。                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                

３回戦敗退（代表決定戦敗退）             

                           

山口心愛（２の２）・梅田結楽良（２の３）組山口心愛（２の２）・梅田結楽良（２の３）組山口心愛（２の２）・梅田結楽良（２の３）組山口心愛（２の２）・梅田結楽良（２の３）組        [[[[県大会県大会県大会県大会

                        

                                                                                                [[[[県大会県大会県大会県大会

         [[[[県大会県大会県大会県大会

                                                        

                                                                                                                            

                                                                                                                                            

※※※※    流れをい流れをい流れをい流れをいかせずかせずかせずかせず

             

油川中学校油川中学校油川中学校油川中学校                 

青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦

                                                                    

伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝

こそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書き

をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。

                                                                                                                        

              

県大会県大会県大会県大会]]]]                                    

県大会県大会県大会県大会]]]]                                        

県大会県大会県大会県大会]]]]    

県大会県大会県大会県大会]]]]    

                                            

                  

                

敗戦敗戦敗戦敗戦                                        

                                                                                                        

1m50cm 1m50cm 1m50cm 1m50cm     [[[[県大会県大会県大会県大会] ] ] ]                             

50505050        [[[[県大会県大会県大会県大会]    ]    ]    ]    

    [[[[県大会県大会県大会県大会]  ]  ]  ]      ・男子団体・男子団体・男子団体・男子団体

    [[[[県大会県大会県大会県大会]]]]            

43                                  

28秒60                                                                      

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                        

工藤亜瑠（１年）5'21"09     

工藤亜瑠（１年）1'18"13     

赤坂直柾（１年）1'11'19          

赤坂直柾（１年赤坂直柾（１年赤坂直柾（１年赤坂直柾（１年））））2'27'692'27'692'27'692'27'69                 

                                                                                                                        

                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                

          

                             

県大会県大会県大会県大会]]]]    ベスト１６ベスト１６ベスト１６ベスト１６

                          ・２年女子団体

県大会県大会県大会県大会]]]]         ・１年女子団体・１年女子団体・１年女子団体・１年女子団体

県大会県大会県大会県大会] ] ] ]       

                                                        第５位第５位第５位第５位

                        第５位第５位第５位第５位

                                                                                                                                                

かせずかせずかせずかせず、、、、残念残念残念残念でしたでしたでしたでした

             平成２８年度全日本卓球選手権大会（カデットの部）

     １３歳以下

１３歳以下

青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦

                                                                    平成２８年９月１７日（土）～１９日（日）平成２８年９月１７日（土）～１９日（日）平成２８年９月１７日（土）～１９日（日）平成２８年９月１７日（土）～１９日（日）

伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝

こそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書き

をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。

                                                                                                                         （２）サッカー競技（２）サッカー競技（２）サッカー競技（２）サッカー競技

              ・１回戦敗退

                                    ※※※※    元気はつらつとしたプレーが元気はつらつとしたプレーが元気はつらつとしたプレーが元気はつらつとしたプレーが

                                            評判でした。評判でした。評判でした。評判でした。

                                            （４）バスケットボール競技（４）バスケットボール競技（４）バスケットボール競技（４）バスケットボール競技

                  男子：１回戦敗退

                女子：２回戦敗退

                                                        ※※※※    バスケットもバスケットもバスケットもバスケットも

                                                                                                            （６）剣道競技（６）剣道競技（６）剣道競技（６）剣道競技

                            ・１年・１年・１年・１年

]    ]    ]    ]                            ・１年・１年・１年・１年

・男子団体・男子団体・男子団体・男子団体    第３位第３位第３位第３位

        ・女子団体・女子団体・女子団体・女子団体    第３位第３位第３位第３位

                               

                                                                        ・女子個人・女子個人・女子個人・女子個人

                ※※※※    １年男子の優勝、素晴らしい１年男子の優勝、素晴らしい１年男子の優勝、素晴らしい１年男子の優勝、素晴らしい

                                                                                                                                                                                                                                        出場を決めています。出場を決めています。出場を決めています。出場を決めています。

                                                                                                                                                                                                                                                        （８）卓球競技（８）卓球競技（８）卓球競技（８）卓球競技

     ・男子団体・男子団体・男子団体・男子団体    

       ・男子個人・男子個人・男子個人・男子個人    

               第１位第１位第１位第１位

             第２位第２位第２位第２位

                                                                                                                            第５位第５位第５位第５位

                            ・女子団体・女子団体・女子団体・女子団体    

                                                                                                                            ・女子個人・女子個人・女子個人・女子個人    

                                                                                                                                                                                                                                                                                            第５位第５位第５位第５位

                                                                                                                                                                                                                                                                                        第５位第５位第５位第５位

    ※※※※    卓球界に卓球界に卓球界に卓球界に

    

                （（（（10101010）ソフトテニス競技）ソフトテニス競技）ソフトテニス競技）ソフトテニス競技

          ・２年男子団体

  ・男子個人 

ベスト１６ベスト１６ベスト１６ベスト１６    江良世知（２の２）・市川楓真（２の２）組江良世知（２の２）・市川楓真（２の２）組江良世知（２の２）・市川楓真（２の２）組江良世知（２の２）・市川楓真（２の２）組

・２年女子団体 

・１年女子団体・１年女子団体・１年女子団体・１年女子団体

 ・女子個人  

第５位第５位第５位第５位    大川菜々子（２の２）・厚海れん（２の１）組大川菜々子（２の２）・厚海れん（２の１）組大川菜々子（２の２）・厚海れん（２の１）組大川菜々子（２の２）・厚海れん（２の１）組

第５位第５位第５位第５位        小林さくら（２の１）・藤林姫歌（２の２）組小林さくら（２の１）・藤林姫歌（２の２）組小林さくら（２の１）・藤林姫歌（２の２）組小林さくら（２の１）・藤林姫歌（２の２）組

    ※※※※    どちらも２－３の惜しい敗退でした。どちらも２－３の惜しい敗退でした。どちらも２－３の惜しい敗退でした。どちらも２－３の惜しい敗退でした。

でしたでしたでしたでした    

平成２８年度全日本卓球選手権大会（カデットの部）

１３歳以下 女子シングルス

１３歳以下 男子シングルス

青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦

平成２８年９月１７日（土）～１９日（日）平成２８年９月１７日（土）～１９日（日）平成２８年９月１７日（土）～１９日（日）平成２８年９月１７日（土）～１９日（日）

伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝

こそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書き

をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。をしてくれました。県大会での活躍を祈るとともに、一冬越えた来年の戦いが楽しみになりました。    

（２）サッカー競技（２）サッカー競技（２）サッカー競技（２）サッカー競技                                                     

・１回戦敗退 ０－２ 

元気はつらつとしたプレーが元気はつらつとしたプレーが元気はつらつとしたプレーが元気はつらつとしたプレーが

評判でした。評判でした。評判でした。評判でした。    

（４）バスケットボール競技（４）バスケットボール競技（４）バスケットボール競技（４）バスケットボール競技

男子：１回戦敗退 ６５－７８

女子：２回戦敗退 ４０－５７

バスケットもバスケットもバスケットもバスケットも    もうちょいもうちょいもうちょいもうちょい

（６）剣道競技（６）剣道競技（６）剣道競技（６）剣道競技    

・１年・１年・１年・１年    男子団体Ａ男子団体Ａ男子団体Ａ男子団体Ａ

・１年・１年・１年・１年    男子団体Ｂ男子団体Ｂ男子団体Ｂ男子団体Ｂ

第３位第３位第３位第３位        決勝トーナメント準決勝敗退決勝トーナメント準決勝敗退決勝トーナメント準決勝敗退決勝トーナメント準決勝敗退

第３位第３位第３位第３位        決勝トーナメント準決勝敗退決勝トーナメント準決勝敗退決勝トーナメント準決勝敗退決勝トーナメント準決勝敗退

                               [[[[県大会県大会県大会県大会]]]]    

・女子個人・女子個人・女子個人・女子個人    第５位第５位第５位第５位

１年男子の優勝、素晴らしい１年男子の優勝、素晴らしい１年男子の優勝、素晴らしい１年男子の優勝、素晴らしい

出場を決めています。出場を決めています。出場を決めています。出場を決めています。    

（８）卓球競技（８）卓球競技（８）卓球競技（８）卓球競技    

    準優勝準優勝準優勝準優勝        決勝リーグ２勝１敗決勝リーグ２勝１敗決勝リーグ２勝１敗決勝リーグ２勝１敗

    

第１位第１位第１位第１位    鈴木生吹喜（１年鈴木生吹喜（１年鈴木生吹喜（１年鈴木生吹喜（１年

第２位第２位第２位第２位    藤田隼輔（２年藤田隼輔（２年藤田隼輔（２年藤田隼輔（２年

第５位第５位第５位第５位    鈴木鈴木鈴木鈴木    晃（１年晃（１年晃（１年晃（１年

    準優勝準優勝準優勝準優勝        決勝リーグ２勝１敗決勝リーグ２勝１敗決勝リーグ２勝１敗決勝リーグ２勝１敗

        

第５位第５位第５位第５位    舘田和華（２年舘田和華（２年舘田和華（２年舘田和華（２年

第５位第５位第５位第５位    佐々木雛穂（１年佐々木雛穂（１年佐々木雛穂（１年佐々木雛穂（１年

卓球界に卓球界に卓球界に卓球界に油川旋風が吹き始めています。油川旋風が吹き始めています。油川旋風が吹き始めています。油川旋風が吹き始めています。

）ソフトテニス競技）ソフトテニス競技）ソフトテニス競技）ソフトテニス競技    

・２年男子団体 １回戦敗退

 

江良世知（２の２）・市川楓真（２の２）組江良世知（２の２）・市川楓真（２の２）組江良世知（２の２）・市川楓真（２の２）組江良世知（２の２）・市川楓真（２の２）組

 ３回戦敗退 

・１年女子団体・１年女子団体・１年女子団体・１年女子団体        準優勝準優勝準優勝準優勝        決勝決勝決勝決勝

 

大川菜々子（２の２）・厚海れん（２の１）組大川菜々子（２の２）・厚海れん（２の１）組大川菜々子（２の２）・厚海れん（２の１）組大川菜々子（２の２）・厚海れん（２の１）組

小林さくら（２の１）・藤林姫歌（２の２）組小林さくら（２の１）・藤林姫歌（２の２）組小林さくら（２の１）・藤林姫歌（２の２）組小林さくら（２の１）・藤林姫歌（２の２）組

どちらも２－３の惜しい敗退でした。どちらも２－３の惜しい敗退でした。どちらも２－３の惜しい敗退でした。どちらも２－３の惜しい敗退でした。

平成２８年度全日本卓球選手権大会（カデットの部）

女子シングルス 第５位

ングルス 第５位

青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦青森市中学校体育大会秋季大会（新人戦    速報速報速報速報

平成２８年９月１７日（土）～１９日（日）平成２８年９月１７日（土）～１９日（日）平成２８年９月１７日（土）～１９日（日）平成２８年９月１７日（土）～１９日（日）

伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝

こそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書き

                                                     

 造道中 

元気はつらつとしたプレーが元気はつらつとしたプレーが元気はつらつとしたプレーが元気はつらつとしたプレーが    

（４）バスケットボール競技（４）バスケットボール競技（４）バスケットボール競技（４）バスケットボール競技    

６５－７８ 古川中

４０－５７  筒井中

もうちょいもうちょいもうちょいもうちょい    。立ち上がりに課題。立ち上がりに課題。立ち上がりに課題。立ち上がりに課題

男子団体Ａ男子団体Ａ男子団体Ａ男子団体Ａ    優勝優勝優勝優勝    

男子団体Ｂ男子団体Ｂ男子団体Ｂ男子団体Ｂ    第３位第３位第３位第３位    

決勝トーナメント準決勝敗退決勝トーナメント準決勝敗退決勝トーナメント準決勝敗退決勝トーナメント準決勝敗退

決勝トーナメント準決勝敗退決勝トーナメント準決勝敗退決勝トーナメント準決勝敗退決勝トーナメント準決勝敗退

    

第５位第５位第５位第５位    山田あゆ美（１年山田あゆ美（１年山田あゆ美（１年山田あゆ美（１年

１年男子の優勝、素晴らしい１年男子の優勝、素晴らしい１年男子の優勝、素晴らしい１年男子の優勝、素晴らしい。。。。    また男女とも県大会のまた男女とも県大会のまた男女とも県大会のまた男女とも県大会の

出場を決めています。出場を決めています。出場を決めています。出場を決めています。    

決勝リーグ２勝１敗決勝リーグ２勝１敗決勝リーグ２勝１敗決勝リーグ２勝１敗

鈴木生吹喜（１年鈴木生吹喜（１年鈴木生吹喜（１年鈴木生吹喜（１年））））                        

藤田隼輔（２年藤田隼輔（２年藤田隼輔（２年藤田隼輔（２年））））                                

晃（１年晃（１年晃（１年晃（１年））））                                    

決勝リーグ２勝１敗決勝リーグ２勝１敗決勝リーグ２勝１敗決勝リーグ２勝１敗

舘田和華（２年舘田和華（２年舘田和華（２年舘田和華（２年））））                    

佐々木雛穂（１年佐々木雛穂（１年佐々木雛穂（１年佐々木雛穂（１年））））                                    

油川旋風が吹き始めています。油川旋風が吹き始めています。油川旋風が吹き始めています。油川旋風が吹き始めています。

    

１回戦敗退 １－２ 浪岡中

江良世知（２の２）・市川楓真（２の２）組江良世知（２の２）・市川楓真（２の２）組江良世知（２の２）・市川楓真（２の２）組江良世知（２の２）・市川楓真（２の２）組

 ０－２ 甲田中

決勝決勝決勝決勝    ０－２０－２０－２０－２    浦町中浦町中浦町中浦町中

大川菜々子（２の２）・厚海れん（２の１）組大川菜々子（２の２）・厚海れん（２の１）組大川菜々子（２の２）・厚海れん（２の１）組大川菜々子（２の２）・厚海れん（２の１）組

小林さくら（２の１）・藤林姫歌（２の２）組小林さくら（２の１）・藤林姫歌（２の２）組小林さくら（２の１）・藤林姫歌（２の２）組小林さくら（２の１）・藤林姫歌（２の２）組

どちらも２－３の惜しい敗退でした。どちらも２－３の惜しい敗退でした。どちらも２－３の惜しい敗退でした。どちらも２－３の惜しい敗退でした。    

平成２８年度全日本卓球選手権大会（カデットの部） 

第５位  佐々木雛穂

第５位  鈴木生吹喜

速報速報速報速報））））        

平成２８年９月１７日（土）～１９日（日）平成２８年９月１７日（土）～１９日（日）平成２８年９月１７日（土）～１９日（日）平成２８年９月１７日（土）～１９日（日）    

伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝

こそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書き

                                             

古川中  

筒井中  

。立ち上がりに課題。立ち上がりに課題。立ち上がりに課題。立ち上がりに課題                    

    

決勝トーナメント準決勝敗退決勝トーナメント準決勝敗退決勝トーナメント準決勝敗退決勝トーナメント準決勝敗退[[[[県大会県大会県大会県大会

決勝トーナメント準決勝敗退決勝トーナメント準決勝敗退決勝トーナメント準決勝敗退決勝トーナメント準決勝敗退[[[[県大会県大会県大会県大会

山田あゆ美（１年山田あゆ美（１年山田あゆ美（１年山田あゆ美（１年））））    

また男女とも県大会のまた男女とも県大会のまた男女とも県大会のまた男女とも県大会の

決勝リーグ２勝１敗決勝リーグ２勝１敗決勝リーグ２勝１敗決勝リーグ２勝１敗                [[[[県大会県大会県大会県大会]]]] 

                                    [[[[県大会県大会県大会県大会]]]] 

                                            [[[[県大会県大会県大会県大会]]]]    

                                            [[[[県大会県大会県大会県大会]]]]    

決勝リーグ２勝１敗決勝リーグ２勝１敗決勝リーグ２勝１敗決勝リーグ２勝１敗                [[[[県大会県大会県大会県大会]]]]    

                            [[[[県大会県大会県大会県大会

                                [[[[県大会県大会県大会県大会

油川旋風が吹き始めています。油川旋風が吹き始めています。油川旋風が吹き始めています。油川旋風が吹き始めています。    

浪岡中  

江良世知（２の２）・市川楓真（２の２）組江良世知（２の２）・市川楓真（２の２）組江良世知（２の２）・市川楓真（２の２）組江良世知（２の２）・市川楓真（２の２）組            [[[[県大会県大会県大会県大会

甲田中  

浦町中浦町中浦町中浦町中     

大川菜々子（２の２）・厚海れん（２の１）組大川菜々子（２の２）・厚海れん（２の１）組大川菜々子（２の２）・厚海れん（２の１）組大川菜々子（２の２）・厚海れん（２の１）組        [[[[県大会県大会県大会県大会

小林さくら（２の１）・藤林姫歌（２の２）組小林さくら（２の１）・藤林姫歌（２の２）組小林さくら（２の１）・藤林姫歌（２の２）組小林さくら（２の１）・藤林姫歌（２の２）組        [[[[県大会県大会県大会県大会

    

 青森県予選会 

雛穂 

鈴木生吹喜 

         

伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝伊藤光輝君（２－２）のリードと３年生の力強い応援で始まった壮行式で、決意を語った１・２年が頑張りました。団体優勝

こそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書きこそ剣道１年男子の１つでしたが、２位・３位、入賞の種目が多く、中体連の賞状の総数は９５枚となり、教頭先生が休日返上で名前書き    

                                             

                                    

県大会県大会県大会県大会]]]]        

県大会県大会県大会県大会]]]]    

    

また男女とも県大会のまた男女とも県大会のまた男女とも県大会のまた男女とも県大会の    

 

 

    

    

    

県大会県大会県大会県大会]]]]        

県大会県大会県大会県大会]]]]                                                        

県大会県大会県大会県大会]]]] 

県大会県大会県大会県大会]]]]    

県大会県大会県大会県大会]]]]    

 

                                             

                                                        


