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全県総体・通信陸上・県南吹奏楽ｺﾝｸｰﾙの結果
台風８号で開催が危ぶまれた秋田県中学校総合体育大会でしたが７月１２日～１４日

の３日間、予定通り各種目ごとに行われました。本校生徒は次のように健闘しました。
たくさんのご支援とご協力、温かいご声援を誠にありがとうございました。

◆柔道 男子団体戦 ベスト８◆柔道 男子団体戦 ベスト８◆柔道 男子団体戦 ベスト８◆柔道 男子団体戦 ベスト８
男子個人戦男子個人戦男子個人戦男子個人戦 50㎏級 藤嶋稜 ２回戦敗退㎏級 藤嶋稜 ２回戦敗退㎏級 藤嶋稜 ２回戦敗退㎏級 藤嶋稜 ２回戦敗退

66㎏級 竹村凌 ２回戦敗退㎏級 竹村凌 ２回戦敗退㎏級 竹村凌 ２回戦敗退㎏級 竹村凌 ２回戦敗退
81㎏級 高橋錬 ３位（東北大会出場）㎏級 高橋錬 ３位（東北大会出場）㎏級 高橋錬 ３位（東北大会出場）㎏級 高橋錬 ３位（東北大会出場）
90㎏級 千葉博貴 ３位（東北大会出場）㎏級 千葉博貴 ３位（東北大会出場）㎏級 千葉博貴 ３位（東北大会出場）㎏級 千葉博貴 ３位（東北大会出場）

女子団体戦 １回戦敗退（棄権）女子団体戦 １回戦敗退（棄権）女子団体戦 １回戦敗退（棄権）女子団体戦 １回戦敗退（棄権）
女子個人戦女子個人戦女子個人戦女子個人戦 40㎏級 新田怜美 準優勝（東北大会出場）㎏級 新田怜美 準優勝（東北大会出場）㎏級 新田怜美 準優勝（東北大会出場）㎏級 新田怜美 準優勝（東北大会出場）

44㎏級 小西真由 １回戦敗退㎏級 小西真由 １回戦敗退㎏級 小西真由 １回戦敗退㎏級 小西真由 １回戦敗退

◆卓球 女子団体戦 ベスト８ 予選１位（３勝）通過、決勝トーナメント２回戦敗退◆卓球 女子団体戦 ベスト８ 予選１位（３勝）通過、決勝トーナメント２回戦敗退◆卓球 女子団体戦 ベスト８ 予選１位（３勝）通過、決勝トーナメント２回戦敗退◆卓球 女子団体戦 ベスト８ 予選１位（３勝）通過、決勝トーナメント２回戦敗退
女子個人戦 原美伸 ３回戦敗退女子個人戦 原美伸 ３回戦敗退女子個人戦 原美伸 ３回戦敗退女子個人戦 原美伸 ３回戦敗退、後藤理希 ２回戦敗退後藤理希 ２回戦敗退後藤理希 ２回戦敗退後藤理希 ２回戦敗退

◆剣道 男子団体戦 予選２位（１勝１分） 予選敗退◆剣道 男子団体戦 予選２位（１勝１分） 予選敗退◆剣道 男子団体戦 予選２位（１勝１分） 予選敗退◆剣道 男子団体戦 予選２位（１勝１分） 予選敗退
男子個人戦 ベスト１６ 今野圭人 ３回戦敗退男子個人戦 ベスト１６ 今野圭人 ３回戦敗退男子個人戦 ベスト１６ 今野圭人 ３回戦敗退男子個人戦 ベスト１６ 今野圭人 ３回戦敗退
女子団体戦 予選３位（０勝２敗） 予選敗退女子団体戦 予選３位（０勝２敗） 予選敗退女子団体戦 予選３位（０勝２敗） 予選敗退女子団体戦 予選３位（０勝２敗） 予選敗退

◆ソフトテニス男子個人戦 竹村陸人・加藤正弥組 １回戦敗退◆ソフトテニス男子個人戦 竹村陸人・加藤正弥組 １回戦敗退◆ソフトテニス男子個人戦 竹村陸人・加藤正弥組 １回戦敗退◆ソフトテニス男子個人戦 竹村陸人・加藤正弥組 １回戦敗退

◆陸上競技◆陸上競技◆陸上競技◆陸上競技
３年男子３年男子３年男子３年男子１００Ｍ１００Ｍ１００Ｍ１００Ｍ 杉澤大地 準決勝敗退杉澤大地 準決勝敗退杉澤大地 準決勝敗退杉澤大地 準決勝敗退
共通男子共通男子共通男子共通男子２００Ｍ２００Ｍ２００Ｍ２００Ｍ 小林成輝、冨士村純樹 予選敗退小林成輝、冨士村純樹 予選敗退小林成輝、冨士村純樹 予選敗退小林成輝、冨士村純樹 予選敗退
低学年男子低学年男子低学年男子低学年男子４００Ｍリレー４００Ｍリレー４００Ｍリレー４００Ｍリレー(三浦優翔･鈴木賢太･大山凌平･三浦史貴) 準決勝敗退(三浦優翔･鈴木賢太･大山凌平･三浦史貴) 準決勝敗退(三浦優翔･鈴木賢太･大山凌平･三浦史貴) 準決勝敗退(三浦優翔･鈴木賢太･大山凌平･三浦史貴) 準決勝敗退
共通男子共通男子共通男子共通男子４００Ｍリレー４００Ｍリレー４００Ｍリレー４００Ｍリレー(杉澤大地･小林成輝･伊藤祥･冨士村純樹) 準決勝敗退(杉澤大地･小林成輝･伊藤祥･冨士村純樹) 準決勝敗退(杉澤大地･小林成輝･伊藤祥･冨士村純樹) 準決勝敗退(杉澤大地･小林成輝･伊藤祥･冨士村純樹) 準決勝敗退
共通男子走幅跳 三浦史貴 予選敗退共通男子走幅跳 三浦史貴 予選敗退共通男子走幅跳 三浦史貴 予選敗退共通男子走幅跳 三浦史貴 予選敗退
共通男子砲丸投 菅原柊斗 予選敗退共通男子砲丸投 菅原柊斗 予選敗退共通男子砲丸投 菅原柊斗 予選敗退共通男子砲丸投 菅原柊斗 予選敗退

１年女子１年女子１年女子１年女子１００Ｍ１００Ｍ１００Ｍ１００Ｍ 冨田柚菜 予選敗退冨田柚菜 予選敗退冨田柚菜 予選敗退冨田柚菜 予選敗退
共通女子共通女子共通女子共通女子２００Ｍ２００Ｍ２００Ｍ２００Ｍ 藤原美咲 予選敗退藤原美咲 予選敗退藤原美咲 予選敗退藤原美咲 予選敗退
共通女子共通女子共通女子共通女子１５００Ｍ１５００Ｍ１５００Ｍ１５００Ｍ 本間愛梨 ５位入賞本間愛梨 ５位入賞本間愛梨 ５位入賞本間愛梨 ５位入賞
共通女子共通女子共通女子共通女子４００Ｍリレー４００Ｍリレー４００Ｍリレー４００Ｍリレー(藤原美咲･本間愛梨･鶴岡千愛･竹内綾瀬) 予選敗退(藤原美咲･本間愛梨･鶴岡千愛･竹内綾瀬) 予選敗退(藤原美咲･本間愛梨･鶴岡千愛･竹内綾瀬) 予選敗退(藤原美咲･本間愛梨･鶴岡千愛･竹内綾瀬) 予選敗退
共通女子走高跳 菅原千里 予選敗退共通女子走高跳 菅原千里 予選敗退共通女子走高跳 菅原千里 予選敗退共通女子走高跳 菅原千里 予選敗退
共通女子走幅跳 鶴岡千愛 予選敗退共通女子走幅跳 鶴岡千愛 予選敗退共通女子走幅跳 鶴岡千愛 予選敗退共通女子走幅跳 鶴岡千愛 予選敗退
共通女子砲丸投 竹内菜帆 予選敗退共通女子砲丸投 竹内菜帆 予選敗退共通女子砲丸投 竹内菜帆 予選敗退共通女子砲丸投 竹内菜帆 予選敗退

◆全県通信陸上競技大会競技◆全県通信陸上競技大会競技◆全県通信陸上競技大会競技◆全県通信陸上競技大会競技
共通女子共通女子共通女子共通女子１５００Ｍ１５００Ｍ１５００Ｍ１５００Ｍ 本間愛梨 ６位入賞本間愛梨 ６位入賞本間愛梨 ６位入賞本間愛梨 ６位入賞
３年男子３年男子３年男子３年男子 １００Ｍ１００Ｍ１００Ｍ１００Ｍ 杉澤大地 ７位入賞杉澤大地 ７位入賞杉澤大地 ７位入賞杉澤大地 ７位入賞 ＝ 裏に続きます裏に続きます裏に続きます裏に続きます ＝

開 智 創 造開 智 創 造開 智 創 造開 智 創 造
平成２６年 ７ 月２２日平成２６年 ７ 月２２日平成２６年 ７ 月２２日平成２６年 ７ 月２２日

大仙市立仙北中学校大仙市立仙北中学校大仙市立仙北中学校大仙市立仙北中学校
学 校 報（ＮＯ－９）学 校 報（ＮＯ－９）学 校 報（ＮＯ－９）学 校 報（ＮＯ－９）
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◆全日本吹奏楽コンクール秋田県大会県南予選大会 「銀 賞」◆全日本吹奏楽コンクール秋田県大会県南予選大会 「銀 賞」◆全日本吹奏楽コンクール秋田県大会県南予選大会 「銀 賞」◆全日本吹奏楽コンクール秋田県大会県南予選大会 「銀 賞」

７月２０日（日）全日本吹奏楽コンクール秋田県大会県南地区予選が湯沢市文化会館
で行われ、本校は午後１時２５分からの演奏でした。小編成の部へのエントリーですの
で自由曲「プロメテウスの雅歌（がか）」を演奏しました。

「精神に燃える火をもたらす存在」をプロメテウス…人間に火をもたらしたとされる
ギリシア神話の神になぞらえ、また、「かわし合う歌」すなわち、「愛の歌」を意味する
「雅歌」という言葉と組み合わせることで、創造的な活動を発展させてゆく、その精神
への讃歌という意味を込められた曲です。

早朝、放課後の基本やパート練習、猛暑の中郡総体での野球応援、学校行事での演奏
など、いつも全力投球してくれる吹奏楽部のみなさん、本当にご苦労さまでした。

直武を育てた男｢げんない｣を鑑賞(わらび劇場)
７月１７日（木）大仙市が手配してくれた６台のバスで田沢湖芸術村「わらび劇場」

に出かけ、奇想天外歌舞音曲（ﾐｭｰｼﾞｶﾙ）「げんない」を全校で鑑賞しました。
平賀源内は、江戸中期の博物学者・作家・画家・陶芸家・発明家で、あらゆる分野に

才能を発揮。安永２年には秋田藩の佐竹義敦に招かれて院内銀山、阿仁銀山などで産銅
から銀絞りを指導したり、沼館山で亜鉛の精錬を試みる。『解体新書』の附図を描いた現
仙北市角館町の生まれの秋田藩士小田野直武や藩主佐竹曙山に蘭画の技法を伝えた。

物語は、世界でも珍しい電気発生器エレキテルを完成させたものの、生み出す火花は
何の役にも立たず、書生の吉次郎(後の司馬江漢)、弟子の絵師・小田野直武らとともに、
エレキテルショウを始めて稼ぐことに。「解体新書」翻訳の偉業を成し遂げた蘭学者杉田
玄白は馬鹿げた見世物をやめるように説得するが、源内は見果てぬ夢を追い続ける…。

一般の方々と一緒の観劇でしたが、マナーよく最後まで真剣に見入っていました。

ご家庭で、ご指導よろしくお願いします！
７月２３日～８月２３日までの１ヶ月間、夏季休業いわゆる夏休みになります。この

期間、家庭で過ごす時間が普段に比べてかなり増えます。しかし、保護者の方々は仕事
が休みではないですので、火気の取り扱いや戸締まり、電話や訪問者の対応など、家庭
人または社会人としての行動や判断が生徒に求められます。大人へと成長することがで
きるよい機会を大切にしてほしいと思います。特に３年生は部活動が終了した開放感で、
貴重な時間を無駄にしないように気を付けましょう。そのために昨年も提案しましたが、
次のことを実践しましょう。

①早 起 き早 起 き早 起 き早 起 き～ 夜型でなく朝型の勉強スタイルにして、涼しい間に勉強しましょう
②朝 学 習朝 学 習朝 学 習朝 学 習～ 学校の朝自習のように朝食前に１０分程度のドリル学習をしましょう
③朝ごはん朝ごはん朝ごはん朝ごはん～ 家族と一緒に会話をしながら朝食を摂りましょう

朝食とも昼食ともつかない「朝ご飯」を食べることがないようにご協力願います。また、
３年生だけではなく、１、２年生でも進路進路進路進路や生き方（人として、職業人としてどう生き生き方（人として、職業人としてどう生き生き方（人として、職業人としてどう生き生き方（人として、職業人としてどう生き
るかについて）るかについて）るかについて）るかについて）家族で話し合う機会をもってもらいたいと思います。
夏休み中どう生活するかで生徒のみなさんの一生を左右させることも考えられます。

どうか充実した夏休みを過ごし、一歩成長したみなさんと会えることを期待しています。

８／３（日）の古紙・アルミ缶回収への
ご協力、よろしくお願いいたします！！


