
 

 

     剣道男子団体 
更埴大会 ハンドボール男子  優勝 

団体８競技と個人競技２９名 北信大会へ 
６月１４日（土）・１５日（日）に、更埴大会が行わ

れました。剣道男子団体、ハンドボール男子が見事優勝。

多くの団体競技で北信大会出場を決めました。また、個人

戦等でもソフトテニスで５ペア、剣道や柔道で１１名、水

泳で８名が北信大会へ進みます。 

惜しくも北信大会へ進めなかった競技もすばらしい戦

いの姿を見せてくれました。特に３年生の最後まであきら

めずに戦った感動的な姿は、後輩の目にしっかり焼き付き

ました。保護者の皆様、応援ありがとうございました。結果は以下のとおりです。 

部 活 名 更 埴 大 会 試 合 結 果 

男子バレーボール部 ×０－２対戸上 ×１－２対坂城 ○２－０対屋代 【３位・北信大会へ】 

女子バレーボール部 ×０－２対戸上 ×０－２対屋代 ×０－２対埴生 ○２－１対坂城 【４位】 

男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 ○65－35 対埴生 ×32－53 対屋代 ○72－40 対坂城 ×49－54 対戸上  【３位】 

女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 ×25－74 対戸上 ○41－38 対屋代 ×44－68 対坂城 ×32－71 対埴生  【４位】 

ソフトテニス部 ×１－２対戸上 ○２－１対坂城 ○３－０対屋代 【２位・北信大会へ】 

サッカー部 ×０－２対坂城 ×０－１対埴生 ×０－１対戸上 △１－１対屋代 【５位】 

剣道部男子 ○２－１対坂城 ○５－０対附属 ○４－０対戸上 ○３－２対埴生  

○３－２対屋代 【優勝・北信大会へ】 

剣道部女子 ○５－０対附属 ○５－０対埴生 ×１－３対坂城 ○４－０対戸上 

○２－１対屋代 【２位・北信大会へ】 

柔道部男子 ×０－４対屋代 ×０－４対戸上 【３位・北信大会へ】 

柔道部女子 ×１－２対屋代 ○２－１対附属 【２位・北信大会へ】 

ハンドボール部男子 ○41－27 対屋代 ○35－14 対附属 △26－26 対埴生  【優勝・北信大会へ】 

ハンドボール部女子 ×14－27 対埴生 ×12－31 対屋代 ○32－12 対附属   【３位・北信大会へ】 

競 技 名 個人戦等結果 北信大会進出選手のみ 

ソフトテニス 柳澤里奈・石川里菜【５位】 桑原佐和子・内山友里花【６位】  

栁澤香琳・宮澤まり【９位】 宮澤怜・池内正美【11 位】 

若林佑奈・坂口絢香【12 位】    以上北信大会へ 

剣道 男子：下﨑高【３位】 石坂琉馬【５位】 

女子：横澤瑞穂【２位】 山﨑鏡【３位】 宮坂心風由【５位】 以上北信大会へ 

柔道 男子：髙村一聖【優勝】 岡村優斗【２位】 栁澤隼太【３位】 朝比奈乃亜【４位】 

女子：赤沢静里香【優勝】 白石渚紗【優勝】 以上北信大会へ 

水泳 

 

北澤彩香 女子 50ｍ自 34”85【２位】  女子 100ｍ自 1’13”21【２位】 

六川由唯 女子 100ｍ平 1’40”25【２位】 女子 200ｍ平 3’38”57【２位】 

千曲市立更埴西中学校 学校だより         平成２６年６月２４日（火）№３ 

相手に生きる                      

学校教育目標 「相手に生きることによって自己を生かす」 

西中スタンダード「あいさつ」「歌」「清掃」「花」「服装」「時間」  

更埴大会壮行会 



 

 

水泳 轟 郁実 女子 100ｍ背 1’29”26【２位】 

半田俊輔 男子 50ｍ自 33”65【８位】  男子 100ｍ背 1’26”89【４位】 

中田智也 男子 50ｍ自 34”08【９位】  男子 100ｍ平 1’42”70【10 位】 

市川拓真 男子 50ｍ自 34”99【12 位】  男子 100ｍ平 1’47”34【13 位】 

若林颯太 男子 100ｍ自 1’29”28【９位】 男子 100ｍ平 1’43”00【11 位】 

藤岡 蒼 男子 50ｍ自 41”14【14 位】  男子 100ｍ平 1’53”80【17 位】 

以上 北信大会へ 

女子 400ｍメドレーＲ 轟郁実、六川由唯、屋代中２名(ｵｰﾌﾟﾝ参加) 5’40”06 
更埴大会壮行会 (信州ケーブルテレビジョン)再放送のお知らせ 

信州ケーブルテレビジョンでは、加入者から再放送の希望の声が多く、「千曲市内４中学

校の更埴大会壮行会」の様子をまとめた３０分番組を以下のとおり再放送するそうです。 

再放送はこれが最後とのことで、お知らせします。 

 ６月２５日（水）と２７日（金） 

時間 ８：１５～、１２：３０～、１８：３０～、２０：３０～、２３：３０～ 

 

今週末は北信大会 応援よろしくお願いします 
いよいよ北信大会です。日曜日に行われる予定だった野球も雨天延期でこの土曜日に行わ

れます。昨日の全校応援練習も気合いが入っていました。より多くの競技で県大会出場を果

たしてもらいたいものです。なお、種目別の日程や会場は以下のとおりです。 

種  目 日時 対戦 会場等  詳細は、北信･長野市中学校体育連盟ＨＰをご覧ください 

野球 28 日(土) 対東北中（９：００） 29 日(日)２・３回戦（９：００） 飯山市営野球場 

男子バレーボール 28 日(土)～ 競技開始９：１０ ﾄｰﾅﾒﾝﾄＢｺｰﾄ第２試合 対東北中 篠ノ井西中学校体育館 

ソフトテニス 団体戦 28 日(土) 競技開始９：００ １回戦 対山ノ内中 南長野運動公園庭球場 

個人戦 29 日(日) 競技開始９：００ 南長野運動公園庭球場 

剣道 28 日(土) 競技開始９：１０ 男女個人戦→男女団体戦  松代中学校体育館 

柔道 団体戦 28 日(土) 競技開始９：４０ 更埴体育館柔道場 

個人戦 29 日(日) 競技開始９：３０ 更埴体育館柔道場 

ハンドボール男女 28 日(土) 男子ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦 対屋高附属中（１１：２０） 決勝（１４：５０） 

 女子ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦 対埴生中（１０：１０） 決勝（１３：４０） 屋代中学校体育館 

水泳 29 日(日) 競技開始９：３０ 長野運動公園総合運動場総合市民プール(アクアウイング) 

ソフトボール 28 日(土) ﾄｰﾅﾒﾝﾄ２回戦 対山ノ内中(１１：００～) 29 日(日)準決･決勝 中野市営運動場 

新体操 28 日(土) 個人競技開始９：２５ 団体競技開始１８：５５ ホワイトリングﾒｲﾝｱﾘｰﾅ 

北信大会壮行会（６月２７日・金 午後３時２０分から） 

 ぜひ見においでください！！ 
前回の更埴大会壮行会にお忙しい中、ご来校くださった皆様、

ありがとうございました。今週末は北信大会壮行会が行われます。

大勢の保護者の皆様のご来校をお待ちしています。午後３時２０

分の選手入場で開始します。３０分ほどです。場所は体育館。後

方の階段からギャラリーへ上がっていただきご覧ください。なお、

体育館のステージが狭いため、各競技、壇上へ上がる選手数に制

限を設けております。ご承知おきください。選手の勇姿はもちろん全校生徒の精一杯の応援

の姿や総合文化部制作の応援ステージバックもお楽しみください。  （文責 長谷川） 


