
大北総体から４週間。その間には一斉テストに向けた部活動休止期間や実力テストもあ
り、限られた時間の中での練習となりましたが、その分内容の濃い練習を積み重ねてきま
した。大北総体は学校代表としての出場でしたが、全県総体はそれにプラスして地区で敗
退した他校の選手たちの思いも背負い、大北代表としての戦いでもあります。プレッシャ
ーをはねのけ、自信と誇りをもって大会に臨んでほしいと思います。合い言葉である「こ
の仲間 このチームに誇りを！」のもと、一中生の強みである「ここぞというときの底力
と団結力」を示し、それぞれがもてる力のすべてを出し尽くして、走り、跳び、プレーし
てほしいと思います。頑張れ一中生！フレーフレー一中！
保護者の皆様の選手の移送やサポート、温かい応援をお願いいたします。

☆柔道競技（県立武道館） １６日（土）団体戦 １７日（日）個人戦
○男子団体 １回戦 城東中と対戦
畠山由裕 杉江優雅 田中楓 木村優輝 三ヶ田優希 上村勇貴 齊藤斗希哉
吉成理比人

○男子個人 畠山由裕 吉成理比人 三ヶ田優希 杉江優雅 田中楓 木村優輝
齊藤斗希哉

○女子団体 １回戦 飯島中と対戦
奥村胡桃 田中愛莉 熊谷小雪 菅原詩織 木村莉温

○女子個人 佐藤美桜稟 奥村胡桃 田中愛莉 齋藤杏菜 木村莉温 熊谷小雪
菅原詩織

☆卓球競技（タクミアリーナ）
１６日（土）男子団体 女子個人 １７日（日）男子個人 女子団体

○男子団体 予選リーグＢ 花輪中・大潟中と対戦 1･2位が決勝トーナメント
乾凌嘉 大塚凛 武田裕明 畠山羽唯人 伊藤壮寿 山田諒臥 水口滉大
菅原双葉

○男子個人 大塚凛 水口滉大 乾凌嘉 ○女子個人 長田日菜

☆バスケットボール競技（ＣＮＡアリーナ★あきた） １６日（土）～１８日（月）
○女子 １回戦 能代一中と対戦
中田歩花 佐々木明泉 花田愛姫 小林愛梨 田中明日華 明石ふう花
柴田優莉 長内楓七 平井逢海 鈴木絵玲恋 佐藤梓 佐藤風空 冨樫萌寧
三森美代 美濃山美月 奈良美祈 田辺あかり 栁沢珠璃 山内楓

☆ソフトテニス競技（高館公園テニスコート） １６日（土）団体戦 １７日（日）個人戦

○女子団体 ２回戦 本荘南中対琴丘中の勝者と対戦
山内叶愛 佐藤紗空 今川咲桜 下總沙姫 福岡心月 岩沢陽菜 一関聖音
大川芹奈

○男子個人 渡部 駿・内田幸輝 組 工藤大暉・佐藤大雅 組
○女子個人 山内叶愛・佐藤紗空 組 今川咲桜・下總沙姫 組

福岡心月・岩沢陽菜 組 一関聖音・大川芹奈 組
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☆サッカー競技（あきぎんスタジアム・SPDF）1６日（土）～1８日（月）
１回戦 桜中と対戦 ２回戦 河辺中・南高中等部・将軍野中合同と対戦
髙桑凌太 糸屋亮汰 伊多波優馬 伊藤改 明石昂大 佐藤結斗 小林大河
山本有悟 石井楊大 高谷颯人 （熊谷廣ノ介 佐藤寿来弥）

☆陸上競技（県営陸上競技場）１６日（土）～１８日（月）
○男子
１年１００ｍ 佐々木結生 ２年１００ｍ 小山瑞貴
３年１００ｍ 石垣和真 共通８００ｍ 佐藤佑真
１年１５００ｍ 羽沢琉飛 笹森琉仁 ２・３年１５００ｍ 石垣智大
共通３０００ｍ 佐々木悠里 共通走幅跳 藤原歩夢
低学年４×１００ｍＲ
佐々木結生 小山瑞貴 佐藤佑真 羽沢琉飛 平子羚翔 田畑陸斗

共通４×１００ｍＲ
石垣和真 笹森琉仁 石垣智大 佐々木悠里 藤原歩夢

○女子
３年１００ｍ 佐藤愛梨 共通２００ｍ 濵松歩望
共通走高跳 奈須莉音
低学年４×１００ｍＲ
奈須莉音 荒谷叶 湯瀬陽ノ依 今村百花 竹村唯花 佐藤璃歩

共通４×１００ｍＲ
佐藤愛梨 濵松歩望 川上あすか 齋藤夏海 三澤華奈

☆水泳競技（県立総合プール） １６日（土）～１８日（月）
○男子
５０ｍ自由形 北郷仁寛 武田琉玖 伊藤奨真
１００ｍ自由形 北郷仁寛 相馬秀斗 野呂響希
２００ｍ自由形 児玉獅 相馬秀斗
４００ｍ自由形 児玉獅
１５００ｍ自由形 小松海道
１００ｍ背泳ぎ 成田真翔 山内謙槙 虻川真梛斗
２００ｍ背泳ぎ 成田真翔 山内謙槙 虻川真梛斗
１００ｍ平泳ぎ 笹川駿太
２００ｍ平泳ぎ 笹川駿太 菅原颯真 野呂響希
１００ｍバタフライ 加賀谷正真 岩沢一輝 田中琉聖
２００ｍバタフライ 加賀谷正真 岩沢一輝 田中琉聖
２００ｍ個人メドレー 武田琉玖 伊藤奨真 野呂祐希
４００ｍ個人メドレー 小松海道
４００ｍフリーリレー・４００ｍメドレーリレーにも選手を決定して出場します！

○女子
４００ｍ自由形 伊藤明子 ８００ｍ自由形 伊藤明子

来週の予定

18日(月) 海の日 全県総体３日目 22日(金) 部活動休止日 一斉退校
20日(水) フッ化物洗口 部活動休養日 １学期終業式

第229回鳳雛講座 全県吹奏楽・東北・大北駅伝激励会

ニューロング秋田(株) 倉内英行さん 23日(土) 夏休み開始～8/24(水)まで
21日(木) キャプテンミーティング 県通信陸上競技大会

3年性教育講座(２体)5･6校時 ～24日(日)まで
神明社草取りボランティア



１０日（日）に能代市文化会館を会場に行われた全日本吹奏楽コンクール第64回秋田県
県北地区大会に吹奏楽部が出場しました。家族や他校の保護者がたくさん見守る緊張感漂
うホールのステージに、朝練習や日々の練習での取組を自信に変えて立った一中吹奏楽部。
生徒たちは緊張した面持ちでしたが、いざ演奏が始まるとそれぞれが目標とする最高の音
色を目指して精一杯演奏することができました。みんなで創り上げてきた一中サウンドを
ホールに響かせ、会場の観客にも演奏の迫力が伝わったと思います。結果は、見事金賞、
県コンクール出場権を獲得しました。
部員たちは東北大会金賞という高い目標を掲げています。吹奏楽部員たちの熱い思いの

こもった練習は、今週から再スタートしています！暑い夏に負けずに頑張れ吹奏楽部！

７月１０日（日） 大編成の部 金賞 能代市文化会館
課題曲 マーチ「ブルー・スプリング」
自由曲 マードックからの最後の手紙（２０２１年版） 樽屋 雅徳 作曲

The last letter from Murdoch 2021

横田紅葉 武内直奈 三ツ井さくら 三ツ井くらら 柳原香奈 佐藤せり奈
西川紀亜 藤島杏美 豊吉倖太 渡部響 糸田茉央 春日美桜希 斉藤心優
小松咲月 酒井愛美 畠山果子 池島春絵 幸田愛菜 田村愛美 豊口そら
蛭田望月 菅原詩音 吹谷美空 虻川心愛 佐々木愛舞 根本紗結 長崎天音
岩谷真桜 齊藤深月 浪岡優 伊藤ことは 安達琉七 兎澤悠月

全日本吹奏楽コンクール第６４回秋田県大会 ７月２９日（金）出場決定！



☆秋田クラーク高等学院ＩＴグラフィックコース
第８回中学生イラストコンテスト
佳作・校長賞 横山 歩さん「My favorite！」

パソコンを使って制作した作品を応募しました。
音楽や絵などの自分の大好きなものを題材にして
完成させた作品です。

※７月２２日（金）終業式で表彰を行う予定です。

一中生スナップPart1！～全日本吹奏楽コンクール第64回秋田県県北地区大会より～



一中生スナップPart２！～全日本吹奏楽コンクール第64回秋田県県北地区大会より～




