
1 

 

≪陸上競技部 県中学校通信陸上競技大会≫ 

陸上競技部が７月２０日(土)、２２日(月)、

Shonan BMW スタジアム平塚でおこなわれ

た第６５回全日本中学校通信陸上競技神奈川

県大会に参加し、大健闘しました。特に今年は

個人８種目、リレー３種目と例年の参加者数を

大きく上回るものとなりまし

た。参加したのは、県西地区大

会において８位までに入賞し

た選手です。 

 その中で、桑原安那さんが

砲丸投で、自己記録を４０㎝

近く伸ばし、全国標準記録ま

であと７０㎝ほどに迫る１１

ｍ７９を記録し、見事５位入賞

を果たしました。また、白石優

貴さんが走高跳で自己記録を

上回るジャンプを繰り返し、１

ｍ８２を３回目でクリアした

後、ついに全国標準記録となる

１ｍ８５に挑戦するところま

で進みました。惜しくも２回目

の試技で足を負傷し、競技を続けることができ

ず、途中棄権という形になってしまいましたが、

６位入賞という結果は本当にすばらしいもの

でした。この日の白石さんの集中力はすばらし

く、私の頭の中では、最後となる３回目の試技

でクリアしている姿が鮮明にイメージできて

いました。このけがの

ため、十分入賞を目指

すことのできた四種

競技も欠場となって

しまいましたが、今は

けがの完治を最優先にしてほしいと思います。 

 また、各選手とも県大会という大舞台で、臆

することなく自分の力を発揮してがんばって

いました。チャレンジしようと

する姿勢が本当によく表れてい

ました。 

《各選手の成績》 

＊共通２００ｍ 

 白砂翔琉さん２３秒２７ 

＊共通４００ｍ 

 清水祐貴さん５８秒１４ 

＊共通走高跳 

 白石優貴さん１ｍ８２ 

＊共通４×１００ｍＲ 

白石優貴さん、白砂翔琉さん、清水祐貴さん、

吉澤勝利さん４６秒７２ 

 

 

 

 

 

＊３年１００ｍ 

梶山菜月さん１３秒７４ 

＊１年８００ｍ 

 滝口幸花さん２分３４秒９０ 

＊１年４×１００ｍＲ 

二宮莉瑠さん、滝口幸花さ 

ん、佐藤彩奈さん、陣田瑚花 

音さん５７秒１８ 
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＊共通４×１００ｍＲ 

桑原安那さん、山本愛珠さん、永野友唯さん、

木村華さん５４秒６８ 

 

 

 

 

＊共通走幅跳 

木村華さん 出場 

(ぎりぎりを狙ってチャレン

ジするも３回ともわずかに踏

切線を越え、記録ならず) 

＊共通砲丸投 

 桑原安那さん１１ｍ７９ 

この大会では、選手以外にも応援や地元開催

のため補助役員として活躍してくれた部員が

大勢います。本当にありがとうございました。 

≪女子ソフトテニス部 中ブロック大会≫ 

 

 

 

 

 

７月２０日

(土)秦野ｶﾙﾁｬｰ

ﾊﾟｰｸ庭球場で

おこなわれた

中ブロック大

会に、佐藤遥奈

さん・武谷莉子

さんペア、加藤菜花さん・管鈴奈さんペア、田

原みなみさん・田

原陽菜さんペア

が参加しました。

１回戦、佐藤さ

ん・武谷さんペア

は秦野南中ペア

と対戦、１セット

を奪うも惜しく

も勝利とはなりませんでした。加藤さん・菅さ

んペアは１回戦伊勢原中ペアに、田原みなみさ

ん・田原陽菜

さんペアは山

王中ペアに見

事勝利しまし

た。２回戦は、

惜しくも勝利

とはなりませ

んでした。３

ペアともはつらつとしたプレ

ーが目立ち、力を出し切ることができたと思い

ます。良いプレーも随所に見られ大健闘でした。 

＊１回戦 

 佐藤・武谷ペア １－４ 秦野南中ペア 

加藤・管ペア  ４－１ 伊勢原中ペア 

田原・田原ペア ４－２ 山王中ペア 

＊２回戦 

 加藤・管ペア  １－４ 秦野北中ペア 

 田原・田原ペア ０－４ 大磯中ペア 
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≪男子ソフトテニス部 中ブロック大会≫ 

 平塚市軟式庭球場において、７月２１日(日)

個人戦、７月２３日(火)団

体戦に参加しました。 

 個人戦には、近藤慧斗さ

ん・鈴木大翔さんペア、征

矢悠佑さん・友成爽良さん

ペア、笹尾玲王さん・石渡

隆人さ

ん ペ

ア、石

田迅さん・式部楓人さんペ

アの４ペアが参加しました。 

１回戦、近藤さん・鈴木

さんペアは秦野西中ペアに、

友成さん・征矢さんペアは

本町中ペアに、笹尾さん・

石渡さんペアは二宮西中ペ

アに、石田さん・式部さん

ペアは鶴巻中ペアに、それ

ぞれ力強いプレーで粘り

強く戦い、接戦に持ち込

む場面が多くみられまし

たが、惜しくも勝利まで

は届きませんでした。セ

ットの中でデュースを繰

り返す場面もあり、本当

に惜しかったです。大健

闘でした。 

＊１回戦 

 近藤・鈴木ペア １－４ 

   秦野西中ペア 

 友成・征矢ペア ０－４ 

 本町中ペア 

 笹尾・石渡ペア ２－４ 

二宮西中ペア 

 石田・式部ペア １－４ 

    鶴巻中ペア 

 

 団体戦には、近藤慧斗さん・鈴木大翔さんペ

ア、征矢悠佑さん・友成爽良さんペア、笹尾玲

王さん・佐藤寿さんペアが参加し、１回戦、大

根中学校と対戦しました。近藤さん・鈴木さん

ペアは１セット奪うものの、惜しくも勝利とは

なりませんでしたが、征矢さん・友成さんペア、

笹尾さん・佐藤さんペアがフルセットにもつれ

込む接戦を制し、見事勝利をつかみ、１回戦突

破となりました。２回戦は、国府中学校との対

戦となりました。３ペアとも各ゲームの中で粘

り強く戦い、力を発揮しましたが、惜しくも勝

利とはならず、２回戦突破はなりませんでした。

力強いプレーで最後までがんばる姿勢はすば

らしく、大健闘でした。 

(１回戦) 

  土沢中 ２ － １ 大根中 

 

(２回戦) 

  土沢中 ０ － ３ 国府中 
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≪女子バレーボール部 中ブロック大会≫ 

 ７月２２日(月)、本町中学校体育館でおこな

われた中ブ

ロック大会

に参加し、見

事１回戦を

突破しまし

た。１回戦、

二宮中学校

との対戦と

なりました。１セットを奪われる展開となりま

したが、２セッ

ト目、粘りに粘

り、デュースを

繰り返す中、ポ

イントを連取し、

勝ち切りました。

３セット目は勢

いそのままポイントを連取し、逆転で勝利をつ

かみ取りました。 

(１回戦) 

土沢中 ２(22-25 27-25 25-17)１ 二宮中 

 

 ２回戦は、伊勢原中

学校との対戦となり

ました。強豪校で苦し

い対戦となりました

が、粘り強いプレーを

展開、随所に明るくが

んばる姿があり、健闘

しました。 

 

(２回戦) 

土沢中 ０( 7-25 11-25 )２ 伊勢原中 

 

≪男子バレーボール部 中ブロック大会≫ 

 ７月２２日(月)、向上高等学校体育館、７月

２３日(火)、トッケイセキュリティ平塚総合体

育館でおこなわれた中ブロック大会に参加し、

価値ある１勝をつかみ、第８位となりました。 

 初日、まず、成瀬中学校と対戦しましたが、

得点をなかなか奪うことができず、勝利とはな

りませんでした。次に２日目のリーグ戦出場を

かけて大住中学校と対戦しました。接戦となり、

一進一退の展開となりましたが、２セットとも

勝ち切り見事勝利しました。この結果、２日目

の５～８位決定リーグに進むことが決定しま

した。本当に粘り強さを発揮できたと思います。 

(１日目) 

 土沢中 ０(  8-25  2-25 )２ 成瀬中 

 土沢中 ２( 25-23 25-23 )０ 大住中 
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 ２日目、５

～８位決定リ

ーグで県大会

出場(６位ま

で出場)をか

け、金旭中学

校、伊勢原中

学校、太洋中学校と対戦しました。どの試合も

粘り、特に金

旭中学校と

の対戦では、

フルセット

に持ち込む

粘りを発揮

しましたが、

勝利をつかむことができず８位となりました。

粘るプレーが随所に

見受けられ、本当に

良くがんばったと思

います。 

(２日目 ５～８位 

  決定リーグ) 

土沢中  １( 21－25 25-22 16-25 )２  金旭中 

土沢中 ０( 7-25 16-25 )２ 伊勢原中 

土沢中 ０( 13-25 7-25 )２ 太洋中 

≪陸上競技部 

 秩父宮杯 2019 オールスターナイト陸上  

第５９回実業団・学生対抗陸上競技大会 

      中学招待リレー≫ 

 ７月２７日(土)Shonan BMW スタジアム平

塚でおこなわれ

た上記大会招待

リ レ ー で 男 子

(工藤誠人さん、

白砂翔琉さん、

清水祐貴さん、

藤井爽介さん )

は、見事なバトンリレーで、４９秒５１のタイ

ムで準優勝となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同じく女子

(桑原安那さ

ん、梶山菜月さ

ん、和田あやな

さん、山本愛珠

さん)もバトン

を上手につな

ぎ、５５秒９７のタイムで第６位となりました。 
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≪陸上競技部 平塚市ナイター陸上記録会≫ 

 ７月２８日(日)、Shonan BMWスタジアム平塚

おこなわれたナイター陸上記録会で、非常に暑

い中、練習の成果を発揮し、がんばりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 恒例の野上先生に

よる優秀賞には、大

津哉斗さん、二宮莉

瑠さんが選出されま

した。おめでとうご

ざいます。 

 

 

 

≪カルチャー部 夏の活動から≫ 

７月３０日(火)、カル

チャー部の夏の恒例

「流しそうめん」が今

年も実施されました。

昨年よりパワーアッ

プして、竹のレールが

２本になっていました。大勢でもすくいやすく

なって好評でした。そうめんを流すと非常に器

用にすくう者、少し苦労し

ている者とさまざまでした

が、盛り上がってみんな楽

しそうでした。みんなおな

か一杯食べて、大満足の表

情でした。そうめんだけで

なくブドウや夏みかんなど

も流されてきて、みんな喜

んでいました。 

 

 

 

 

 

 

 

チーム全員による応援が大きな力に！！ 
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 ８月３日(土)、神奈川大学第２駐車場でおこ

なわれた「土屋地区ふれあい夏まつり」にボラ

ンティアとして、また、探究学習の発表の場と

させていただき、参加しました。ボランティア

として参加

してくれた

のは、２Ａ大

石えりかさ

ん、横山琴海

さん、２Ｂ安

池徹弥さん、

３Ａ鈴木大

翔さんです。

受付やＰＴＡブースなどの手伝いをしてもら

いました。 

 探究学習の発表の

場としては、１７班、

１８班が「食を活か

して土沢地域を活性

化させよう」をテー

マに、それぞれ自作

の弁当の販売、焼き鳥のたれの提供をおこない

ました。弁当は「平塚割烹いしけん」様に今年

も協力しても

らい、価格は

８５０円で、

３０食作って

いただきまし

たが、地域の

方の協力もあ

り、すぐに完

売しました。焼き鳥のたれは「社会福祉法人進

和学園」様に協力してもらい、生徒が考案した

レシピをもとに「しょうゆ味」、「ネギ塩レモン

味」を作成していた

だきました。青少年

指導員さんが販売し

ている焼き鳥のブー

スで使っていただき

ましたが、

焼 き 鳥 は

大人気で、

こ ち ら も

す ぐ に 完

売 し て し

ま い ま し

た。「平塚割烹いしけん」様、「社会福祉法人進

和学園」様には、感謝申し上げます。 

 １１班、１２班が「竹を使って土沢地域を盛

り上げよう」

をテーマに

取り組んで

いますが、

「上惣領竹

あかりの会」

の皆様にご指導いただき、竹灯籠を作成し、展

示することができました。今年も大作が多く、

日が暮れるにしたがって、幻想的な世界が浮か

び上がりました。投票を実施したこともあって、

多くの方が足を止めて見てくれました。「上惣

領竹あかりの会」の皆様感謝申し上げます。 

 １班、２班は、「Tsuchisawa Song で地域を盛

り上げよう」をテーマに、「土沢ソング・土沢ダ

ンス」を披露しました。今年は、おどりやすい

振り付けにしたり、座ったままでもおどれるよ

うにしたりと工夫しました。おどり方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

土屋地区ふれあい夏まつり 

今年も参加しました！！ 
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やぐらの上で説明しながら進め

ました。福寿会の皆様にも協力

してもらい、一緒におどってい

ただきました。福寿会の皆様、

ありがとうございました。班員

が、輪の中に分散して入ったり、

椅子に座ったりして、見本を見

せたことで、多くの方におどってもらえました。 

 ３班、４班は、「地域の伝統文化を活性化に活

かそう」をテーマに「蛍かご教室」を実施しま

した。今年

も 子 ど も

た ち を 中

心に、大勢

参 加 し て

くれて、大

盛 況 で し

た。班員は

大 忙 し で

したが、おみやげをもらった子どもたちは、満

足そうでした。 

 ９班、１０班は「アウトドア土沢～自然を活

かして省エネ生活

～」をテーマに、ロ

ケットストーブと

ソーラークッカー

の展示をおこない

ました。今年は、動

画で説明をおこな

ったので、わかりや

すかったようで、足

を止めて見入って

いる様子が、多く見

受けられました。 

以上のように、多くの発表の場をいただきま

した。生徒にとってとても良い経験になりまし

た。土屋地区の皆様、ありがとうございました。 

 

≪陸上競技部 西地区中学校記録会≫ 

 各種目で大健闘!

２１の自己ベストを記録! 

８月４日(日)、Shonan BMWスタジアム平塚で

おこなわれた西地区中学校陸上競技記録会に

参加しました。非常に暑い、記録の出にくい条

件の中での記録会でしたが、それぞれ各種目に

力を発揮してがんばっていました。その中で、

２１の自己ベストが記録されました。 

 

≪神奈川大学ボランティアさん≫ 

神大学生ボランティアさんに 

サマースクールも 

お世話になりました。 

また、ＨＰトップページを 

スライドショーに 

してもらいました!
８月５日(月)、７日

(水)～９日(金)のサマ

ースクールに神奈川大

学の５名の学生ボラン

ティアさんが来てくれ

ました。社会、数学、理

科、英語の教室に入っ

てもらい、生徒の学習

支援をお願いしまし

た。非常に熱心に、また、ていねいに教えよう

とする姿勢が見受けられ、生徒も安心して質問
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している様子がありました。また、ホームペー

ジについてもトップページをリニュアールし

てもらいました。ホームページを開くとスライ

ドショーが始まる設定になっています。ぜひ、

ご覧ください。猛暑の中、ボランティアのみな

さん、ありがとうございました。 

 

≪土屋公民館行事とタイアップ≫ 

囲碁ボール大会を 

企画・運営！！ 

ロケットストーブで 

流しそうめんに協力！！ 
８月８日(木)土屋公民館でおこなわれた囲碁

ボール大会、流しそうめん大会に協力しました。 

囲碁ボール大会については、「New スポーツ

で土沢地域を盛り上げよう」をテーマに探究学

習をおこなっている１５班、１６班が担当しま

した。 

小学生を中心

に多くの子ども

たちの参加があ

りました。９チ

ー ム に 組 分 け

し、３チームず

つ３つのリーグに

分けて大会をおこ

ないました。最初の

組分けから、進行ま

で、ていねいに子ど

もたちの面倒を見

ながら実施するこ

とができていました。なかなかボールを上手に

打てない子に対しても、やさしくていねいに教

えている様子が見受けられました。子どもたち

に楽しいひと時を提供できました。 

流しそうめん大会については、「アウトドア

土沢～自然を活かして省エネ生活～」をテーマ

に「ロケットストーブ」について探究学習をお

こなっている９班が、ロケットストーブを使っ

てそうめんをゆでる役割を担当しました。 

竹を燃料として、おこ

ないました。最初、着火

に少し手間取りました

が、着火後はしっかりし

た火力で、そうめんをゆ

でることができました。

流しそうめん大会は、例

年、土屋の子どもたちが楽しみにしている行事

で、その一役を担

うことができまし

た。また、子どもた

ちに、しっかりロ

ケットストーブを

ＰＲすることがで

きました。 
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≪探究１５班、１６班からの報告≫ 

 

 

 

 

 

今年度も、ニュー

スポーツの探究メン

バーが、七国荘へ行

き、囲碁ボール大会

が開かれました。昨

年度は平成最後、今

年度は令和最初の大

会となりました。参

加者は２４人、４チ

ーム（ひまわり・なで

しこ・オリーブオイ

ル・ゆり）。土沢中は、３年生は、３Ａ永井翔太

さん・３Ｂ髙橋璃心さん・清水祐貴さん・中村

隼斗さんが『オリーブオイル』として参加、２

年生２Ａ大羽淳平さん・２Ｂ安池徹弥さんが

『ゆり』チームに混ぜていただき参加。 

開会式は大羽さん

が司会を行いました。

中学生は、競技に一緒

に楽しく参加するだ

けでなく、判定にも積

極的にかかわり、大会

の運営をスムーズに行えていました。結果は、

『ひまわり』が３敗、『なでしこ』『オリーブオ

イル』『ゆり』が２勝一敗のみつどもえ。得失点

差で、『オリーブオイル』が優勝しました。 

参加者の方からは、「来年こそは、優勝したい」

などといった声がありました。探究の参加者も

楽しそうに試合を行っておりました。 

 

 

 

 ８月１０日(土)、吉沢公民館広場でおこなわ

れた「吉沢

ふれあい

夏まつり」

にボラン

ティアと

して、また、

探究学習

の発表の

場として

参加させ

ていただ

きました。ボランティアとして参加してくれた

のは、２Ｂ小林愛美さん、白

川香杏奈さん、関舞羽さん、

原田涼世さんです。親和会

さんのお手伝いや盆踊りを

一緒に踊りました。 

探究学習で、「竹を使って

土沢地域を盛り上げよう」をテーマにしている 

１１班、１２班の竹灯籠の展示は土屋同様、吉

沢でも大好評でした。今年も、ステージの上で

説明させていただく機会をいただきました。自

分たちの活動を、しっかり説明することができ

ていました。生徒にとって、とても励みになり

ました。ありがとうございました。 

 多くの方が、足を止めて見てくれました。土

屋同様、投票形式にしましたが、たくさんの方

が協力してくれ、どの作品にもたくさんの投票

シールが貼られていました。今年度は、ろうそ

くではなく、ＬＥＤ電球を使いましたが夜空に

映えてとてもきれいでした。 

吉沢ふれあい夏まつり 

今年も参加しました！！ 
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「食を活かして土沢地域を活性化させよう」

をテーマにしている１７班、１８班が、それぞ

れ自作の弁当の販

売、焼き鳥のたれの

提供をおこないまし

た。昨年は、弁当販

売ができませんでし

たので、今年は、楽

しみにしていただい

ていた方に買ってい

ただくことができ、班員もうれしそうでした。

土屋同様、いろいろな方にご協力いただき、早

い段階で

売り切る

ことがで

きました。

焼き鳥の

タレは、

こちらも

大好評で

した。Ｐ

ＴＡが出

店した焼き鳥のブースで使ってもらいました

が、焼き鳥は大人気で、１５００本あっという

間に売り切れました。 

以上のように、吉沢地区においても、多くの

発表の場をいただきました。生徒にとってとて

も良い経験になりました。吉沢地区の皆様、あ

りがとうございました。 

≪陸上競技部 市総体 1 日目・技術講習会≫ 

四種競技 古舘さん第５位！ 

天野さん第８位！ 

２つの土沢中新記録！ 

２５の自己ベストを記録! 

８月１０日(土)、Shonan BMWスタジアム平塚

でおこなわれた平塚市中学校総合体育大会陸

上競技の部１日目(四種競技)、平塚市中学校技

術講習会(記録会)がおこなわれ、男子四種競技

で古舘航さんが第５位、女子四種競技で天野真

萌さんが第８位に入りました。また、技術講習

会では、男子１００ｍ、女子砲丸投の２つの土

沢中新記録、２５の自己ベストが記録されまし

た。この日も暑い中でしたが、本当に良くがん

ばりました。 

★市総体四種競技 

(男子) 

＊第５位 

・古舘航(１３８２点) 

(女子) 

＊第８位 

・天野真萌(１３４４点) 

★土沢中新記録 

 ・白砂翔琉 １００ｍ １１秒５ 

 ・桑原安那 砲丸投 １２ｍ５８ 

 土沢中新記録については、ともにすばらしい

記録です。桑原さんの１２ｍ５８は７月の県大

会で記録していれば、全国大会出場を決める記

録です。みなさんの取り組みを見ていると、0.1

秒でも１㎝でも記録を伸ばしたいという気持

ちが表れていて、今後の活躍がとても楽しみで

す。市総体２日目は８月３１日(土)です。 

多くの方が投票に参加してくれました！！ 
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≪野球部  文部科学大臣杯平塚市予選大会≫ 

 ８月１１日(日)、春日野中学校、８月２０日

(火)、太洋中学校でおこなわれた文部科学大臣

杯平塚市予選大会に参加し、快進撃を続け、見

事に市内大会優勝という栄冠を勝ち取りまし

た。部員不足のため、山城中学校、横内中学校

との合同チームとなりましたが、本校生徒も投

打に大活躍でした。栁澤歩夢さんが主戦投手と

して、神山拓海さんが４番打者として、原正勝

さんが５番打者として、青山直生さんが左翼手

として、それぞれ大活躍でした。すべての試合

が、１点差という接戦を勝ち抜き、準決勝につ

いては、サヨナラ勝ち、決勝についても延長サ

ヨナラ勝ちという、勝負強さを存分に発揮した

大会でした。平塚市代表として、８月２４日

(土)の中ブロック大会に進むことになります。

中ブロック大会での活躍が、本当に楽しみです。 

(１回戦) 

 土沢・山城・横内 ２－１ 春日野 

(準決勝) 

 土沢・山城・横内 ２－１ 神明 

 

(決勝) 

 土沢・山城・横内 ６－５ 大野 

≪女子ソフトテニス部からの報告≫ 

ヨネックス杯で 

ベスト８！！ 
８月１８日(日)、県の研修大会予選（ヨネック

ス大会）が行われました。試合形式は団体戦で

行われ、ダブルスの試合を３回行い、先に２回

勝利したチームが勝ち進むトーナメント形式

で行われました。 

 出場した選手は、田沼琴音・髙梨花奈ペア、 

田原陽菜・大石えりかペア、伊藤心暖・原田涼

世ペアです。 

まず初戦では秦野市立西中学校と対戦し、す

べてのペアが勝ち３－０で勝利しました。 

次の成瀬中学校では初戦の田沼髙梨ペアは１

－３で惜敗しましたが、続く対戦で田原大石ペ

アが勝利し、３試合目はファイナルまで持ち込

み、勝利することができました。 

次の秦野市立南中学校との試合では １，２

試合目で惜敗してしまったため３試合目の途

中で対戦が終わってしまいましたが、３２校中

８位の結果を修めることができました。 

 ３年生が引退し、２年生の一番最初の大会で

したが、良いスタートが切れたと思います。 

次の平塚市選手権でも頑張ってください。 

堂々の栄冠！ 

市内大会優勝!! 



13 

 

≪土屋公民館行事とタイアップ 

探究１５班、１６班からの報告≫ 

ダーツ体験と 

手投げボウリングを 

企画・運営！！ 
８月２１日(水)、吉沢小学校体育館にて、『昔

遊び体験』の一つとして、藤井 駿さん、清水 

祐貴さん、中村 隼斗さん、大羽 淳平さん、

安池 徹弥さん、浮島 航琉さん、古舘 航さ

んが、New Sports としてダーツの体験と、手

投げボウリングを行い

ました。ダーツにおい

ては、３投した得点の

合計を競ってもらいま

した。うまく得点を取

れなかったところもあ

りましたが、楽しみな

がらダーツに挑戦している様子でした。優勝し

た参加者のスコアは５４

点でした。 

 手投げボウリングは、

ダーツに並ぶ時間が多く

なってしまうため、行い

ました。一人２投し、ストライクを目指すもの

でした。参加者の中には、

ストライクを初球で決め

た人もいました。どちらの

体験でも、中学生は、役割

分担をしながらてきぱき

と運営を行えていました。 

 

 

≪野球部  文部科学大臣杯中ブロック大会≫ 

 ８月２４日(土)、金目中学校でおこなわれた

文部科学大臣杯中ブロック予選大会において

も、好調を持続し、堂々の中ブロック準優勝と

いうすばらしい成績を収めました。 

初戦準決勝は二宮中学校との対戦となりま

した。逆転、逆転のシーソーゲームとなり、延

長戦(タイブレーク無死１２塁)へ。８回表に大

量５点を奪い見事勝利しました。逆転されても

追いつくという粘り強い戦いができました。 

(準決勝) 

 土沢・山城・横内 １０－５ 二宮 

          (延長８回) 

 

 決勝戦は中沢中学校との対戦となりました

が、さらなる接戦となりました。１回裏に２点

を先制されましたが、５回に１点、６回にも１

点を奪い、見事追いつきました。勢いに乗って

延長８回表に２点を先行しましたが、その裏追

いつかれ、さらに９回に１点を奪われ、残念な

がら勝利とはなりませんでした。 

 (決勝) 

 土沢・山城・横内 ４－５× 中沢 

         (延長９回) 

 
 

好調を持続！ 

堂々の準優勝!! 



14 

 

半分以上のイニングを投げ切った栁澤歩夢

さんをはじめ、この日も土沢中学校の選手が大

活躍でした。今後の大会の活躍も期待されます。

本当に楽しみです。 

 

≪陸上競技部  ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ選手選考会≫ 

陸上競技部が、８月２５日(日)、三ツ沢公園陸

上競技場でおこなわれた、第５０回ジュニアオ

リンピック陸上競技大会神奈川県選手選考会

に参加しました。ジュニアオリンピック陸上競

技大会というのは、年代別の陸上競技の全国大

会です。 

区分Ａ 

  2004 年 1 月 1 日～2004 年 12 月 31 日生まれ 

区分Ｂ 

  2005 年 1 月 1 日～2005 年 12 月 31 日生まれ 

区分Ｃ 

  2006 年 1 月 1 日～2007 年 4 月 1 日生まれ 

の３つの区分に分かれています。そして、全国

の標準記録を突破するか、突破者のいない種目

については、１位になると出場権を得ることが

できます。  

 今回参加したのは、大会参加のための標準記

録を突破した男子Ａ２００ｍ白砂翔琉さん、男

子ＡＢＣ共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ工藤誠人さん、女子

Ｂ砲丸投桑原安那さん、女子Ｃ８００ｍ滝口幸

花さん、女子ＡＢＣ共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ猪俣陽菜

さんです。 

 そして、桑原安那さんが砲丸投で１２ｍ４５

の標準記録を超えることはできませんでした

が、１１ｍ８６の好記録で第１位となりました。

他に突破者がいなければ、全国大会が決まると

ころでしたが、残念ながらすでに突破している

選手がいるため出場権を得ることはできませ

んでした。ただ、８月３１日の大会で記録すれ

ば、出場権を得ることができますので、ぜひ、

がんばってほしいと思います。 

 他の選手も力を発揮しがんばりました。白砂

翔琉さんが土沢中新記録をマーク、滝口幸花さ

んは序盤先頭を引っ張る積極的なレースを展

開しました。ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰは男子３５ｍ、女子２

５ｍという厳しい計測ラインに苦労しました

が、工藤誠人さんは、あと５ｍ弱というところ

までせまり、猪俣陽菜さんは３投目で見事計測

ラインを超え土沢中新記録をマークしました。 

(各種目の成績) 

＊男子Ａ２００ｍ  

  白砂翔琉 ２３秒２０ 土沢中新記録 

＊男子ＡＢＣ共通ジャベリックスロー 

  工藤誠人 ３５ｍの計測ラインに 

惜しくも届かず 

 

 

 

 

 

 

＊女子Ｂ砲丸投 

  桑原安那 １１ｍ８６ 第１位  

＊女子Ｃ８００ｍ 

  滝口幸花 ２分４０秒３３ 

＊女子ＡＢＣ共通ジャベリックスロー 

  猪俣陽菜 ２６ｍ４５ 土沢中新記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各選手 各種目に大健闘！ 

 桑原安那さん 

見事県で砲丸投優勝! 


