平成３０年８月２７日
鳥取大学附属中学校
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夏休みが終わり、学校が始まりました。授業開始日の本日、各学級では夏休みの課題を提出する
生徒の姿が見られました。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」する姿が見られるよう取り
組んでいきます。

７月１４日（土）～２２日（日）に実施された県中総体では、中部地区会場を中心に熱い戦いが
繰り広げられ、陸上部が女子総合で第 1 位など、多くの部が好成績を残しました。熱中症対策の為、
室内競技は空調の効く会場で開催するなどの対策が取られました。以下に中国大会・全国大会も含
めた主な結果を掲載します。中国大会・全国大会でも陸上、水泳、新体操で多くの生徒が入賞する
など大変優秀な成績でした。
・陸上競技の部
・女子総合 第１位、男子総合 第５位
・３年男子 100 Ｍ 第１位 山口大凱 →中国大会第 1 位 全国大会 準決勝進出
・男子 200 Ｍ 第１位 山口大凱
→中国大会第 1 位 全国大会 第 2 位
・男子 110M ハードル 第１位 山田遼太郎 →中国大会第 7 位 全国大会出場
・男子 4 × 100M リレー 第３位（星山郁人、谷口慶人、山田遼太郎、竹本昌人）
→中国大会第 1 位
全国大会出場（星山郁人、山口大凱、山田遼太郎、竹本昌人）
・女子走高跳 第１位 細田 ひかり →中国大会第 6 位
・女子走幅跳 第２位 安本 奏海
→中国大会出場
・１年女子 800M 第２位 土橋日菜子 →中国大会第 7 位
・女子 100M ハードル 第３位 清水美京 →中国大会第 7 位 全国大会出場
・新体操の部
・団体の部 第２位 →中国大会 第４位
・個人の部 個人総合 第２位 稲墻芹奈
第４位 水野愛唯
第５位 藤田美佳子 第６位 村上眞萌
ボール
第３位 稲墻芹奈
フープ
第２位 稲墻芹奈 第３位 水野愛唯
・ソフトテニスの部
・男子団体 第３位（本庄朝英、近藤智仁、前田翔真、濱﨑大輝、
矢部琳也、谷本壮哉、山本真央、河本凌吾）
陸上全国大会 男子２００ｍ決勝
・剣道の部
山口大凱君、鳥取県勢初の第 2 位入賞
・女子団体 第２位（樫村紗夜、森田文華、岩間澄怜、山本真名佳、田中咲妃、林和花、柳田弥寿季）
→中国大会出場
・女子個人 ベスト 8 田中咲妃 →中国大会出場
・卓球の部 ・男子個人 第１位 鎌田 和希 →中国大会 決勝トーナメント進出
・水泳の部

・女子総合

第３位

・女子１００ m 背泳ぎ 第１位 宮城歩優（県新記録）→中国大会 第２位 全国大会 第 8 位
・女子２００ m 背泳ぎ 第１位 宮城歩優
→中国大会 第２位 全国大会 第 8 位
・女子１００ m 平泳ぎ 第１位 岩間優璃
→中国大会出場
・女子２００ m 平泳ぎ 第１位 岩間優璃
→中国大会出場
水泳全国大会
・女子４００ＭＲ 第２位（松田恵依、宮城歩優、岩間優璃、山本瑠菜）
100,200m 背泳ぎ
・女子４００ＭＭＲ第２位（松田恵依、宮城歩優、岩間優璃、山本瑠菜）
宮城歩優さん
第 8 位入賞

８月４日に開催された県吹奏楽コンクールにA
部門で出場した本校吹奏楽部は、審査の結果銅賞
を獲得しました。3年生は今までの活動の集大成
としてこれ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。新入部員が約半数の20名
いる中でチームとしてよく頑張りました。文化祭
での演奏も楽しみです。

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。今年
は、サッカー、バスケット、野球、テニ
ス、卓球、水泳と陸上以外の部から多くの
生徒が自主的に参加し、約４０名の駅伝部
となりました。猛暑の中、選手たちは声を
掛け合いながら、活気のある練習を続けて
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2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。

平成 30 年度鳥取県中学校生徒美術作品展本校出品者

１年

広富愛奈
松本尚斗

米村碩人
松浦礼奈

２年

山本健斗
櫻井美咲
末好ななこ 木村海翔

３年

上島新泰
尾前圭那子
田渕さくら 川田さくら
廣富育
米井みつは

森岡柚衣
筒井友隆

柳田弥寿季
中川智惠

大森菜々美
水本紗亜弥
河本凌吾
矢部琳也

森田文華
森一翔
林和花
丸岡華麟

平成 30 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
・男子110Mハードル 第2位 山田遼太郎
・2年女子100Ｍ 第1位 後藤真実 第3位 原田真暢
・3年女子100Ｍ 第2位 清水美京
・女子200Ｍ 第3位 安本奏海
・女子100Mハードル 第1位 清水美京
・１年女子800Ｍ 第2位 土橋日菜子
・女子走高跳 第1位 細田ひかり
第 69 回鳥取県中学校学年別水泳競技大会
・１年男子１００ m 背泳ぎ 第１位 佐藤優真 ・１年男子２００ m 背泳ぎ 第２位 佐藤優真
・１年男子１００ m 平泳ぎ 第３位 岸本咲太郎・１年男子２００ m 自由形 第３位 青木聡哉
・２年男子１００ m 平泳ぎ 第３位 木下智善 ・１年女子１００ m 平泳ぎ 第１位 岩間優璃
・１年女子２００ m 平泳ぎ 第１位 岩間優璃 ・２年女子１００ m 平泳ぎ 第２位 井木絢香

