
今週末から大北秋季総体が始まります。先陣を切るのは陸上競技部と水泳部です。猛暑
の夏も負けずに練習に一生懸命取り組んできた成果を思う存分発揮して、自己記録更新や
全県秋季大会出場を目指して頑張ってほしいと思います。（水泳部は先週末に全県秋季大
会がすでに行われましたが…）頑張れ陸上競技部！ファイトだ水泳部！フレーフレー一
中！

○陸上競技 ３日（土） 鷹巣陸上競技場
男子１年１００ｍ 田畑陸斗 長崎龍飛

２年１００ｍ 平子羚翔
共通２００ｍ 小山瑞貴 佐々木結生 桜庭海聖
共通８００ｍ 佐藤佑真
１年１５００ｍ 笹森琉仁 羽沢琉飛
１年４×１００ｍＲ 笹森琉仁 羽沢琉飛 桜庭海聖 長崎龍飛
共通４×１００ｍＲ 小山瑞貴 下山翔馬 平子羚翔 佐藤佑真
共通走幅跳 下山翔馬
ＯＰ１５００ｍ 石垣智大 佐々木悠里 伊藤尽

女子１年１００ｍ 佐藤璃歩 竹村唯花
共通２００ｍ 荒谷叶 奈須莉音
共通８００ｍ 田中雅姫
２年１５００ｍ 湯瀬陽ノ依
共通１００ｍＨ 加賀谷綺水 日景歌
１年４×１００ｍＲ 加賀谷綺水 佐藤璃歩 竹村唯花 日景歌
共通４×１００ｍＲ 湯瀬陽ノ依 荒谷叶 奈須莉音 田中雅姫
共通走幅跳 今村百花
ＯＰ１５００ｍ 松本悠莉 片岡咲貴 佐々木嘉緒

○水泳競技 ３日（土） 花岡総合運動公園多目的プール
男子５０ｍ自由形 野呂祐希 石山澄海 伊藤奨真

１００ｍ背泳ぎ 野呂響希
１００ｍ平泳ぎ 小松海道 野呂祐希 伊藤奨真
１００ｍバタフライ 加賀谷正真
１００ｍ自由形 児玉獅 相馬秀斗 石山澄海
２００ｍ平泳ぎ 小松海道
２００ｍバタフライ 加賀谷正真
２００ｍ自由形 相馬秀斗 成田真翔 野呂響希
４００ｍ自由形 成田真翔
８００ｍ自由形 児玉獅
４×１００ｍメドレーリレーと４×１００ｍフリーリレーにも出場します。
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○秋田県卓球選手権大会兼全日本卓球選手権大会秋田県予選会
２日（金）・３日（土） ＣＮＡアリーナ★あきた

女子シングルス 長田日菜 畠山真絢
○わたしの主張２０２２ 第44回少年主張秋田県大会県北地区予選

７日（水） 鹿角市文化の杜交流館コモッセ
３年 千葉翔 「固定概念との付き合い方」

○ロボット教室・大館カップ２０２２大会 ４日（日）秋田職業能力開発大学校
3年 伊藤壮寿 田中楓 安保太賀 1年 河野壮流 乳井香緒莉

来週の予定

５日(月) ハチ公エンジェルスあいさつ運動 ７日(水) わたしの主張２０２２(鹿角 コモッセ)

学校徴収金等口座振替日 ８日(木) 学活(全校制作①)
一中祭準備期間Ⅰ開始 ９日(金) 石塚章ＳＣ来校13:00～17:00
衣替え移行期間～10/1まで 10日(土) 神明社祭典宵宮

７日(水) フッ化物洗口 部活動休養日 11日(日) 神明社祭典

☆第６５回東北吹奏楽コンクール
８月２８日（日） リンクステーションホール青森（青森市文化会館）

中学校大編成の部 銀賞

☆秋田県卓球選手権大会兼全日本選手権大会（カデットの部）秋田県予選
８月２７日（土）・２８日（日） 美郷総合体育館（リリオス）

１３歳（中学１年）以下女子シングルス ３位 長田日菜
１４歳（中学２年）以下女子シングルス ベスト１６ 畠山真絢

☆全県秋季水泳大会 8月27日（土） 県立総合プール 男子総合３位
男子８００ｍ自由形 児玉獅 ６位 １１分１４秒３３

５０ｍ自由形 伊藤奨真 ２０位 ３０秒２４
野呂祐希 ３３位 ３２秒９９
石山澄海 ３４位 ３３秒４４

２００ｍ自由形 成田真翔 １位 １分５９秒０１
相馬秀斗 ２０位 ２分４１秒４２
野呂響希 ２１位 ２分４２秒９４

２００ｍバタフライ 加賀谷正真 ２位 ２分１６秒８１
２００ｍ平泳ぎ 小松海道 ２位 ２分３２秒４６
４００ｍ自由形 成田真翔 １位 ４分１１秒９３
１００ｍ自由形 児玉獅 １７位 １分０６秒２３

相馬秀斗 ２２位 １分１０秒８９
石山澄海 ２７位 １分１８秒５１

１００ｍ背泳ぎ 野呂響希 ８位 １分２２秒９１
１００ｍバタフライ 加賀谷正真 ３位 １分０３秒０７
１００ｍ平泳ぎ 小松海道 ４位 １分１３秒２８

伊藤奨真 １２位 １分２９秒３９
野呂祐希 １９位 １分３７秒０３

４×１００ｍフリーリレー ３位 ４分０２秒１３
成田真翔 小松海道 加賀谷正真 児玉獅

４×１００ｍメドレーリレー ３位 ４分２２秒５９
成田真翔 小松海道 加賀谷正真 児玉獅

頑張れ一中生！



☆U-16 ＪＯ陸上競技秋田県予選 ８月２７日（土）・２８日（日） 県営陸上競技場
・１０００ｍ 石垣智大 ２位 ２分３７秒９６
・１５０ｍ 濵松歩望 ８位 ２０秒７２

濵松歩望さんは秋田県女子リレーメンバーに選ばれ、１０月１日（土）・２日
（日）に東京国立競技場で行われる第１０６回日本陸上競技選手権大会・リレー
競技に出場します。

☆大北英語暗唱弁論大会 ９月１日（木） 北秋田市文化会館
暗唱の部 Excellent賞

１年 大沼瑠樹 「The Little Prince」 星の王子様
２年 三森美代 「Stone Soup」 石のスープ

VeryGood賞
２年 遠越麻琴 「A Mother's Lullaby」 母の子守歌

弁論の部 Excellent賞
３年 木村莉温 「Beyond Myself」 自分自身を超える
３年 千葉翔 「Small Steps Save the Big World」

小さな一歩が大きな世界を救う
※千葉翔さんは地区代表として９月１５日（木）県大会に出場します！

一中生スナップPart1！～８月２５日（木）報告会より～



一中生スナップPart２！～８月２５日（木）２学期始業式より～

生徒の活躍を讃える武田校長 1年生代表加賀谷綺水さん 2年生代表藤原大地さん

３年生代表谷地田昴さん 校歌斉唱Part1！

校歌斉唱Part２！


