
夏休みが終わり、学校が始まりました。夏休み前の集会では、鶴崎校長から自由研究の勧めにつ

いての話がありました。夏休みの課題だけでなく、学校で学習した内容を、自分の興味関心に従っ

てさらに深く追求するような自由研究にも挑戦する夏休みであったことを期待しています。

また、本校では、「やりくり」をキーワードに授業づくりをし、実践を重ねています。運動会で

も生徒会主催の種目を中心に、生徒がよりよいものを目指して「やりくり」（試行錯誤）する姿が

見られるよう取り組んでいきます。

７月２２日（土）・２３日（日）、西部地区会場

を中心に熱い戦いが繰り広げられ、新体操部が

優勝するなど、多くの部が好成績を残しました。

以下に中国大会も含めた主な結果を掲載します。

・水泳の部

・男子総合 第３位 ・女子総合 第１位

・男子１００ m自由形 第２位 松本 直己

・女子１００ m背泳ぎ 第１位 宮城 歩優

・女子２００ m個人メドレー 第３位 松田 恵依

・男子２００ m個人メドレー 第３位 志和 尚希

・男子２００ m自由形 第３位 志和 尚希

・男子２００ m自由形 第１位 松本 直己

・女子５０ m自由形 第２位 宮城 歩優

・女子８００ m自由形 第１位 宮城 和

・女子４００MＲ 第３位（奥田 虹聖、山本 瑠菜、宮城 和、宮城 歩優 ）

・女子４００MＭＲ第２位（宮城 和、宮城 歩優、奥田 虹聖、山本 瑠菜 ）

・卓球の部

・男子個人 第２位 鎌田 和希

・剣道の部

・女子団体 第３位 （樫村紗夜、岡本真穂、田中咲妃、、西浦汐莉、芝祥子、伊達彩夏、山本真名佳）

・新体操の部

・団体の部 優勝 Aチーム →中国大会 第２位 全国大会出場

第２位 Bチーム
・個人の部 フープ 優勝 濵本愛香 第２位 西尾周 第３位 西谷葵

ボール 優勝 西尾周 第２位 西谷葵 第３位 濵本愛香・

個人総合 優勝 西尾周 第２位 濵本愛香 第３位 西谷葵 第５位 西田結香

・陸上競技の部

・男子総合 第５位、女子総合 第３位

・女子低学年４× 100Mリレー 優勝 （後藤真美、清水 美京、原田真暢、安本 奏海）

・女子 1500Ｍ 優勝 政田愛梨

・女子走り高跳び 優勝 細田 ひかり →中国大会 第５位

・男子２年 100Ｍ 優勝 山口大凱 →中国大会 優勝 全国大会出場

・中学女子 100Mハードル 第３位 清水美京

・種目 女子 800Ｍ 第３位 濵野綾香

・種目 男子 200Ｍ 優勝 山口大凱 →中国大会 第３位

・種目 １年女子 200Ｍ 第２位 原田真暢

・ソフトテニスの部

・男子団体 第３位（山本大貴、矢部琳也、石賀皓大、山根成晴、玉江性晟剛、濱本萌太、本庄朝英、近藤智仁）
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平成２９年度尾坂杯全中記念ソフトテニス大会

・２年生団体の部 第１位

・１年生団体の部 第２位

・２年生個人の部 第１位 本庄、近藤ペア

・１年生個人の部 第３位 井上、表ペア

平成２９年度因幡･但馬ジオパーク地域交流陸上競技対抗選手権大会

・女子４× 100Mリレー 優勝 （細田 ひかり、清水 美京、原田真暢、安本 奏海

・男子走り高跳び 第３位 松井 秀憲 ・男子 110Mハードル 優勝 山田遼太郎

・女子走り高跳び 優勝 細田ひかり ・女子 100Mハードル 優勝 清水美京

・男子２年 100Ｍ 優勝 山田遼太郎 ・１年女子 100Ｍ 優勝 原田真暢

・女子走り幅跳び 第２位 安本 奏海

第 68回鳥取県中学校学年別水泳競技大会
・女子総合 第 3位
・男子４００MＲ 第 3位（志和 尚希、松本 直巳、川田 勇人、松本 隼）

・女子４００MＲ 優勝（奥田 虹聖、山本 瑠菜、宮城 和、宮城 歩優 ）

・３年男子２００ m個メ 第２位 志和 尚希 ・３年女子２００ m個人メ 第３位 宮城 和

・１年男子１００ m自由形 第３位 松本 隼 ・３年男子１００ m自由形 第２位 松本 直己

・３年女子１００ m背泳ぎ 第１位 小谷 侑愛・１年女子１００ m背泳ぎ 第１位 宮城 歩優

・１年男子２００ m 平泳ぎ 第３位 杉山 泰知・３年女子２００ m 自由形 第３位 奥田 虹聖

・３年男子２００ m自由形 第３位 松本 直己・１年女子２００ m背泳ぎ 第１位 宮城 歩優

・３年女子２００ m背泳ぎ 第１位 ・３年４００ m自由形 第２位 宮城 和

・女子４００MＭＲ 第１位（奥田 虹聖、山本 瑠菜、宮城 和、宮城 歩優 ）

第 21回鳥取県卓球選手権大会カデットの部
・14歳以下男子シングルス・ダブルス 第１位 鎌田和希

今年も駅伝チームが結成され、夏休み

に入ると同時に練習が始まりました。昨

年に引き続き、まずは男女とも東部駅伝

で、県駅伝への出場権が得られる１３位

以内を目指します。酷暑の中、選手たち

は辛抱・我慢の練習を続けています。皆

様のご支援、ご声援をお願いします。

８月7日に開催された県吹奏楽コンクールにB部
門で出場した本校吹奏楽部は、審査の結果見事金

賞を獲得しました。特に3年生は今までの活動の
集大成として今まで積み重ねてきた練習の成果を

発揮することができました。2年生，1年生も先輩
の部活動に向けた姿勢から多くのことを感じ取っ

て今後に生かす事を願っています。文化祭での演

奏も楽しみです。

8月22日北条農村環境改善センター
で、「科学の甲子園ジュニア鳥取県大

会」が行われました。県内の希望する中

学校が参加して競う形式ですが、附属中

学校からは3チームが出場しました。筆記
と実技に取り組み、筆記の部でAチーム
が3位となりました。科学の楽しさに触れ
るよい機会となりました。


