
長野県千曲市桜堂100 

電話 ０２６（２７２）００１５ 

FAX ０２６（２７３）２７９２ 

Email: hanyuchu@school.chikuma-ngn.ed.jp 

文責  村松 啓司（教頭） 

  コミュニティスクールの活動より 「おおとり支援隊」の活動紹介 

ホームページご覧ください 
http://www.chikuma-ngn.ed.jp/~hanyujh/ 

家庭科支援部で裁縫の支援を行う春原さん 

読み聞かせ支援部で朝の読書の時間に読み聞

かせを行う峰村さん 

放課後学習にて個別支援を行う学習支援部

の若林さん 

部活動支援部、野球部の指導を行う市川さん 
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伝統の市民プール清掃 （６／１３） 

  

  

夏休みの期間について 

７/２６～８/２２（２８日間） 

更埴大会「壮行会」応援激励 
 

                              学校長 小林 克浩 

         発行日 

令和元年７月１８日 
更埴大会・北信大会・県大会の結果掲載 

コミュニティスクールの活動紹介・伝統の市民プール清掃 

おおとりＮｏ３     埴生中学校だより 

全校の皆さん、大変気持ちのこもった応援

をありがとうございました。選手の皆さんい

よいよ今週末は中体連の更埴大会を迎えま

す。今の心境はどうでしょう？大会が楽しみ

でワクワクしている人もいれば、勝ち負けが

心配でドキドキしている人もいるかもしれま

せん。では大会を目前にした今、大事なこと

は何か考えてみましょう。スポーツの世界で

は「心・技・体」が大切だと言われていま

す。心技体の体（からだ）…しっかりと休養

もとって、ベストコンディションで大会に臨

むことは大切なことです。心技体の技（わ

ざ）…今から大きくレベルアップすることは

難しいでしょう。試合では普段できているこ

とをきちんとやり遂げることが大事だと思い

ます。そして、一番重要なのは心技体の心

（こころ）…どんな気持ちで、何を目標に大

会に臨むのか、今からでも変えられる部分で

す。チームとしてどんな目的をもって参加

するのか、こうしたい、こうなりたい…大

会に臨んでいる自分の姿をイメージしなが

ら、一人一人が具体的な目標をもって参加

して欲しいと思います。そういった思い

（精神力）の強さが、気迫とか、粘り強さ

とか、普段以上の力へとつながるのだと思

います。皆さんのまわりには、友達やご家

族、先生方、皆さんを応援している人がた

くさんいます。今日の壮行会でもたくさん

のパワーをもらったと思います。ステージ

バックの力強い絵は、美術・総合部の皆さ

んが描いてくれました。絵の中にある

「狼」のように縦横無尽に走り回り、

「鷹」のように大きく羽ばたいてきてくだ

さい。皆さんの健闘を祈ります！ 
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  美術・総合部の傑作「部活動応援“必勝”」ステージバック 

  更埴大会「壮行会」力強い応援！ 



◇サッカー 第１位 北信大会出場 

      ○埴生５－１屋代      ○埴生１－０坂城 

       ○埴生２－１戸上  

◇男子バスケットボール 第５位 北信大会進出ならず 

    ▲埴生６７－８５坂城     ▲埴生４４－７７更埴西 

    ▲埴生４８－５２屋代      ▲埴生５０－８５戸上   

◇女子バスケットボール 第５位 北信大会進出ならず 

    ▲埴生１２－９７戸上      ▲埴生３５－４２坂城 

    ▲埴生２０－４９更埴西    ▲埴生３７－５８屋代  

◇女子バレーボール 第３位 北信大会出場 

     ○埴生２－０屋代       ○埴生２－０更埴西 

     ▲埴生０－２坂城       ▲埴生１－２戸上  

◇剣道  男子個人戦 清水 涼雅 ４位 北信大会進出 

   男子団体戦  第５位  北信大会進出ならず 

     ▲埴生０－５坂城     ▲埴生１－３屋代  ▲埴生１－３附属屋代 

       ○埴生５－０更埴西  ▲埴生０－５戸上  

   女子団体戦 第５位  北信大会進出ならず 

     ▲埴生０－４屋代       ▲埴生１－４戸上 

       ▲埴生０－３更埴西     ▲埴生０－５坂城  

◇水泳 全員北信大会出場 （３位までの入賞者） 

 〈男子〉 ・５０ｍ自由形 小林 洋太 ２位  ・１００ｍ自由形 中澤 美晴 ３位 

      ・２００ｍ自由形 中澤 美晴 ２位 ・２００ｍ背泳 中山 僚太 ２位 

 〈女子〉 ・１００ｍ平泳ぎ 宮坂 友希乃 １位 ・２００ｍ平泳ぎ  宮坂 友希乃 ２位 

        ・５０ｍ自由形  西野入 美優里 ３位  ・１００ｍ自由形  西野入 美優里 ２位  

        ・４００ｍフリーリレー Aチーム ２位  ・４００ｍフリーリレー Bチーム ３位 

◇バドミントン 

   <女子シングル>  田上 帆乃花  ２位     <男子シングル>  田上 平汰 ６位 共に 北信大会出場 

◇ハンドボール 今年度より更埴大会は行わず、北信大会から開催  

更埴大会の結果  （６/８・９） 

Page 2 おおとりＮｏ３     埴生中学校だより 

 女子バレーボール「強烈なスパイクが決まる！」 

  バスケットボール男子「スリーポイント！」 

      水泳 「勢いよくスタート！」 

◇野球 １回戦 ○埴生２４－０野沢温泉  ２回戦 ▲埴生１－７附属長野 県大会進出ならず   

◇サッカー リーグ戦 １位 県大会出場○埴生４－０附属長野  ○埴生２－１三陽 

                          □埴生１－１川中島   ○埴生２－０北部              

◇女子バレーボール 1回戦   ▲埴生０－２川中島     県大会進出ならず  

◇男子ハンドボール １位 県大会出場  準決勝 ○埴生３４－１７屋代附属  

                            決  勝 ○埴生３７－２５戸倉上山田 

◇女子ハンドボール １位 県大会出場  準決勝  ○埴生２０－１２屋代  

                                                  決 勝 ○埴生１４―１１更埴西  

◇剣道  男子個人 清水 涼雅 1回戦惜敗  県大会進出ならず 

◇水泳 （県大会出場のみ掲載、入賞以外はタイムのみとします） 

〈個人種目〉男子 50m自由型：小林 洋太 ８位 28”94  . 宮坂 歩 32”13   

                男子100m自由型：小林 洋太  1’07”01  . 中澤 美晴  1’06”26                 

            男子200m自由型：中澤 美晴   2’23”88                            

                女子 50m自由型：西野入 美優里  32”62 

          女子100m自由型：西野入 美優里  1’12”65 

  ・男子400mﾌﾘｰﾘﾚｰ：4’44”29( 宮坂 歩、 長門 航平、 中澤 美晴、小林 洋太) 

 ・男子400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ：5’21”50( 宮坂 歩、長門 航平、中澤 美晴、小林 洋太) 

 ・女子400mﾌﾘｰﾘﾚｰ：５位 5’34”36 （竹田 美波、宮坂 友希乃、田島 未来、西野入 美優里） 
◇バドミントン シングル女子 田上 帆乃花 ２回戦惜敗 県大会進出ならず 

          シングル男子 田上 平汰  １回戦惜敗 県大会進出ならず 

◇新体操   個人総合   相澤 杏奈 ８位、内山 伊織 １１位  県大会進出ならず 

◇陸上（6/1）  1年生男子 １００ｍ  吉田 蒼一朗 １位 12”91   県大会出場  
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  野球 「タイムリーヒット！！」 

    北信大会「優勝！」のサッカー部 

  男子４００ｍフリーリレー  

   ( 中澤 美晴、宮坂 歩、  吉澤 隼、長門 航平) 

  男子400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ：5’21”50 

        ( 宮坂 歩、中村 康介、中澤 美晴、長門 航平) 

   女子４００ｍフリーリレー 

    （竹田 美波、宮坂 友希乃、田島 未来、西野入 美優里） 

 ◇陸上(6/29・30) 1年生男子 １００ｍ   吉田 蒼一朗 ８位 13”01    

 

◇サッカー  ３位 

  １回戦     ○埴生 ３－０ 旭ケ丘  

  ２回戦     ○埴生 １－０ 浅間 

  準決勝    △埴生 １－２ 赤穂    

◇男子ハンドボール 優勝  北信越大会出場   

  準決勝    ○埴生 ３５－１９ 更埴西  

  決  勝    ○埴生 ３１－１８ 屋代附属 

◇女子ハンドボール ４位 

  準決勝    △埴生 ２５－２９ 屋代附属 

  決勝戦    △埴生 １０－１２ 更埴西 

◇水泳 (7/6・7 出場選手）   

 男子 ５０ｍ自由形：小林 洋太. 宮坂 歩 

 男子１００m自由型：中澤 美晴 

 男子２００m自由型：中澤 美晴 

 女子 ５０ｍ自由形：西野入美優里 

 女子１００ｍ自由形：西野入美優里 
 連覇達成！見事「優勝」を飾った男子ハンドボール部 


