
榛原中学校  学校だより         平成３０年９月１１日 

こ こ ろ ざ し 
笑 顔  あ り が と う  

 ２学期 「感動のロード」 スタート   

本当に今年の夏の暑さは例年よりも厳しかったように感じました。まだその暑

さが残る８月 27 日（月）に２学期がスタートしました。暑さによる体調不良が心

配ではありましたが、体育館にて２学期の始業式を行いました。式の最中はもち

ろん、入場から整列と退場まで、１学期と同様にきちんと行えました。節目を大

切にする榛中生の姿がありました。校長先生からは、３つの“わ＝「話」「和」「輪」”

を大切にという話がありました。「話」は話し合う、「和」は目標に向かっていく

雰囲気を高め合う、「輪」は心を一つにして輪をつくるです。３年生の代表生徒か

らは、３年生という自覚をもって生活をするという話でした。暑い中ではありま

したが、表彰が終えるまで、きちんとした態度で行いました。  

２学期の前半は『感動』のロードです。体育大会、文化発表会といった大きな

行事があり、３つの「わ」で、生徒の手で創り上げる行事、そして自分や友達の

よいところをさらに伸ばし合う姿を目指します。  

また、１学期後半から夏休みにかけて行われた部活動等の各種大会・コンクー

ルにおいても、好成績を収めました。保護者・地域の皆様にも、たくさんの温か

なご声援をいただきました。本当にありがとうございました。  

【中体連志太・榛原大会】  ※個人戦は入賞者のみ （決勝Ｔ＝決勝トーナメント） 

◇野球部 予選の敗者戦１回戦敗退     ◇ソフトボール ３位 

◇男子サッカー 予選リーグ敗退     ◇女子サッカー 優  勝 

◇女子バレーボール 決勝Ｔ２回戦    ◇男子卓球（団体）決勝Ｔ１回戦 

◇女子卓球（団体） 予選リーグ敗退 

◇男子バスケットボール３位〈県大会出場〉 

◇女子バスケットボール 決勝Ｔ２回戦 

◇男子ソフトテニス(団体) ３位〈県大会出場をかけたプレイオフ進出〉 

          (個人) ４位 松浦直希・杉本梓穏 組〈県大会出場〉 

            ５位 橋本裕偉・河原﨑泰季 組〈県大会出場〉 

◇女子ソフトテニス(団体) ４位 

        （個人） ７位 松下 涼、川島月季野 組〈県大会出場〉 

◇男子剣道   （団体） 予選リーグ敗退  

◇女子剣道   （団体） 優  勝〈県大会出場〉 

        （個人） ５位 田代 楓〈県大会出場〉 

            ７位 大石真子 丸山桜桃 

◇男子柔道   （団体） ３位 

        （個人） ３位(体重別) 中島嘉成 

              ３位(体重別) 村松勢真 

◇女子柔道   （団体） ２位〈県大会出場〉  

        （個人） ２位(体重別) 松本菜々子〈県大会出場〉 

             ３位(体重別) 榎田真莉亜〈県大会出場〉 

【県大会出場をかけたプレイオフ】  

◇男子テニス 清水四中に破れ、県大会出場ならず 



【中体連陸上競技大会中部地区予選会】 〈県大会出場〉 

◇男子３年 100ｍ 優  勝 大石幹太 ◇男子共通 200ｍ 優 勝 大石幹太 

◇女子３年 100ｍ  ２位 岡村莉夏 ◇男子３年 100ｍ  ３位 横山陽太 

◇男子共通 200ｍ  ３位 横山陽太 ◇女子１年 800ｍ  ３位 吉塲深月 

◇女子共通走幅跳  ８位 藤田悠花 ◇女子２年 100ｍ  ９位 加藤花梨 

◇女子１年 1500ｍ １１位 吉塲深月 ◇女子１年 100ｍ １３位 吉塲悠月 

◇女子共通 200ｍ 決勝進出 岡村莉夏 

◇男子共通 4×100ｍリレー 優 勝 辻 創太 横山陽太 原口拓海 大石幹太 

◇男子低学年 4×100ｍリレー ７位 山下大和 濱崎一馬 丹治南月 石間万葉 

◇女子共通 4×100ｍリレー  ９位 藤田悠花 白鳥優花 藤田杏奈 加藤花梨 

【中体連水泳競技大会中部地区予選会】 〈県大会出場〉 

◇女子 200ｍ平泳ぎ 優  勝 柴本真衣  ◇女子 100ｍ平泳ぎ 優  勝 柴本真衣 

【中体連静岡県大会】  

◇バスケットボール男子    １回戦 惜敗 

◇剣道女子団体        予選リーグ 惜敗 

     個人        田代 楓 １回戦 惜敗 

◇柔道女子団体        １回戦 惜敗 

     個人        松本菜々子 ２回戦 惜敗 

               榎田真莉亜 １回戦 惜敗 

◇ソフトテニス男子個人    松浦直希・杉本梓穏 組 １回戦 惜敗 

               橋本裕偉・河原﨑泰季 組 １回戦 惜敗 

◇ソフトテニス女子個人    松下 涼、川島月季野 組 １回戦 惜敗 

◇陸上競技 女子３年 100ｍ  岡村莉夏 ７位〈東海大会出場〉 

      女子共通 200ｍ  岡村莉夏 ８位 

      男子共通４×100ｍリレー    ３位〈東海大会出場〉 

辻 創太 横山陽太 原口拓海 大石幹太 

      その他種目    予選惜敗 

◇水泳競技 女子 200ｍ平泳ぎ  柴本真衣  優  勝〈全国大会出場〉 

      女子 100ｍ平泳ぎ  柴本真衣  優  勝〈東海大会出場〉 

【県中学選抜陸上競技大会】 

◇男子 100ｍ 大石幹太 11.08 全国大会出場記録突破 全国大会出場 

【中体連東海大会】 

◇陸上競技 女子３年 100ｍ   岡村莉夏 予選惜敗 

男子共通４×100ｍリレー   ６位 

辻 創太 横山陽太 原口拓海 大石幹太 

◇水泳競技 女子 100ｍ平泳ぎ 柴本真衣 ３位 

【中体連全国大会】 

◇陸上競技 男子 100ｍ    大石幹太  ２次予選進出 

◇水泳競技 女子 200ｍ平泳ぎ 柴本真衣 タイムレース全国 16 位  

【中部地区吹奏楽コンクール】  

◇Ａ編成の部 金  賞〈県コンクール出場〉 

【静岡県吹奏楽コンクール】  

◇Ａ編成の部 金  賞 

【末田杯アーチェリー大会】  

◇男子 18ｍＲ  優  勝 杉山凜弦  ２位 手島暁志  ３位 吉田梓音 

５位 中村正哉    ６位 仲村颯太 

◇男子 30ｍＲ 優  勝 櫻井逸希  ２位 栗林史弥  ３位 櫻井俊輔 

◇女子 18ｍＲ 優  勝 加藤 渚 ４位 粂田美星 

◇女子 30ｍＲ 優  勝 加藤 渚   ※部活動以外の文化面の活躍は次号に掲載します。 


