
吉岡中学校

平成27年９月１日

第５号

*** 目指す生徒像 *** 「目標に向かって，工夫・改善を加えながら，計画的に努力する生徒」

可能性（Possibility）を強く感じて
８月24日(月)で38日間の夏休みが終了しました。多くの生徒は，７月中旬から始まった中

体連の総合体育大会を初めとして高等学校の体験入学や２年生の職場体験の訪問等の貴重な

体験を夏休み中にしたことと思います。

特に，中体連の大会では私自身応援をしながら一試合ごとに成長する生徒の姿を目の当たりにし，生徒の持

っている可能性を強く感じることができました。この秘めたる能力は，普段の地道な努力を続けてきた結果か

ら発揮できたのではないでしょうか。このことは，スポーツだけではなく様々な分野でも言えることだと思い

ます。

２学期が始まりましたが，この「可能性」を信じ生徒の皆さんがさらに努力し，成長することを願っていま

す。

中学校の活動紹介

(敬称略)【郡市中体連総合体育大会結果】
－ 優勝（県大会出場）◇ソフトボール

◇ソフトテニス男子の部

・個人３位－ （県大会出場）馬場・中島ペア

－ （県大会出場）長谷川・木暮ペア

－ 優勝（県大会出場）◇柔道男子団体

髙橋(県)，栗田（県 ，森田（県 ，坂田（県）・個人優勝 ） ）

関根，山本(県)準優勝

櫻井，大野，南雲３位

－ 第３位柔道女子団体

今井・個人準優勝

栗田，桑原３位

準優勝◇バドミントン女子団体 －

原田（県）・シングルス 優勝

松岡･山崎ペア（県）・ダブルス ２位

村田・登坂ペア（県）３位

－ 優勝◇水泳 男子総合

栗原(県）・個人 ｍ自由形 １位50
栗原(県)100ｍ自由形 ３位

岸 (県)100ｍ背泳ぎ ３位

西田(県)100ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ ３位

岸 （県）200ｍ背泳ぎ １位

鈴木(県)２位

渡邉(県)３位

小林(県)200ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ ２位

松岡(県)３位

西田(県)200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ ２位

愛敬(県)３位

浅井(県)400ｍ自由形 ３位

浅井（県）400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ １位

砂川(県)２位

ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ ３位（県）400
ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ３位（県）400

－ 優勝水泳 女子総合

岡 (県)・個人 ｍ自由形 ３位100
加藤（県）100ｍ平泳ぎ １位

小谷野(県)100ｍ背泳ぎ ３位

小谷野（県）100ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ １位

高橋（県）200ｍ平泳ぎ １位

齋藤(県)200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ ２位

ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ １位（県）400
ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ １位（県）400

－ 準優勝（県大会出場）◇サッカー

－ 優勝（県大会出場）◇バレーボール女子

準優勝バレーボール男子 －

－ 優勝（県大会出場）◇剣道男子

中島(県)・個人優 勝

和田(県)準優勝

野﨑(県)

－ 優勝（県大会出場）剣道女子

平野（県）・個人優 勝

金子（県）第３位

原澤(県)

－ 優勝（県大会出場）◇バスケット女子

－ 準優勝（県大会出場）バスケット男子

◇陸上男子

森田(県)・個人１年男子100ｍ ３位

工藤（県）２年男子100ｍ １位

清水３位

森田(県)３年男子100ｍ １位

岩﨑（県）２位

森田（県 ， 吉野共通男子200ｍ １位 ３位）



須田(県)共通男子400ｍ ２位

角田（県 ， 後藤(県)共通男子110ｍＨ１位 ２位）

畑野（県）共通男子走高跳 １位

高橋(県)共通男子棒高跳 ２位

角田（県 ， 大谷共通男子走幅跳 １位 ３位）

渡辺共通男子砲丸投 ３位

４×100ｍＲ １位（県）

陸上女子

高橋（県）・個人１年女子走幅跳 １位

上林（県）共通女子砲丸投 ２位

－ 準優勝◇卓球女子団体

長野（県）・ｼﾝｸﾞﾙｽ － 優勝

中島(県)

中島，原口ペア（県）・ﾀﾞﾌﾞﾙｽ － 優勝

－ 優勝（県大会出場）卓球男子団体

山口(県)，湯浅(県)・ｼﾝｸﾞﾙｽ －３位

清水・土屋ペア（県）・ﾀﾞﾌﾞﾙｽ －２位

山口・吉田ペア（県）－３位

栗原・佐伯ペア(県)

－優勝（県大会出場）◇軟式野球

（ ）【 】県中体連総合体育大会の主な結果 敬称略

◇陸上男子個人2年男子100ｍ －2位 （関東出場）工藤

◇ソフトボール －１回戦惜敗

◇サッカー －１回戦惜敗

バスケットボール女子 －２回戦惜敗◇

男子 －２回戦惜敗

◇柔道男子団体 －第３位（関東出場）

栗田，森田，山本，大野，坂田、髙橋，関根

・男子個人 － （全国・関東出場）優勝 森田

髙橋－３位

◇バレーボール女子 －３回戦惜敗（ベスト８）

◇卓球男子団体 －２回戦惜敗

卓球女子個人

関東出場・ｼﾝｸﾞﾙｽ － （11位）長野

◇剣道女子団体 －５位（敢闘賞）関東出場

金子，吉田，原澤，小池，平野，大野，岡田

剣道男子団体 －２回戦惜敗

◇野球 －優勝（関東出場）

邑上，鈴木，金谷，櫻井，小路，波多野，阿久澤

竹内，栁岡，緒方，小材，髙橋，辻 ，根木，竹渕

栁岡，角田，伊藤，森田，中村

(敬称略)【関東・全国中体連大会の結果】
◇第43回関東陸上競技会 － 予選惜敗工藤

◇第40回関東軟式野球大会 －３位

◇第40回関東中学校剣道大会－予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ２位

◇第40回関東中学校柔道大会－ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦惜敗

－ １回戦惜敗森田

◇第43回関東中学校卓球大会個人－ １回戦惜敗長野

◇第37回全国中学校軟式野球大会－１回戦惜敗

◇第46回全国中学校柔道大会個人－ １回戦惜敗森田

（敬称略）【文化関係の部活動の結果】
◇第57回群馬県吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ中学校Ａ －銅賞

◇群馬県中学校放送ｺﾝﾃｽﾄ兼第32回ＮＨＫ杯中学校放

送ｺﾝﾃｽﾄ (全国大会参加）朗読部門 優秀賞 関口

金本優良賞

◇第55回群馬県合唱ｺﾝｸｰﾙ －金賞（関東大会出場）

◇第82回NHK全国学校音楽ｺﾝｸｰﾙ合唱部 －奨励賞

◇平成27年度TBSこども音楽ｺﾝｸｰﾙ前橋大会 優秀賞

（関東大会出場）

【 県大会激励会 】
７月23日（木 ，全校）

登校日に県大会出場者の

激励会を生徒会主催で行

いました。郡市予選で勝

ち抜いた170名を超える

生徒のすばらしい決意に

成長を強く感じることが

できました。代表として力を出し切ってくれること

を願うばかりでした。

中学校からのお願い・お知らせ

(敬称略)＊上毛新聞ジュニア俳壇 若葉の部「 」
８月13日･27日(木)に掲載された作品を紹介しま

す。

◇ 花火見て 心明るく 照らされる

（ ２年 斉藤 ）

◇ 向日葵が 太陽をしっかり 見ているよ

（ １年 石田 ）

＊社会体育館の工事と通行注意
。９月１日から社会体育館の改修工事が始まります

工期終了は２月一杯を計画しているとのことです。

。西側にありましたケヤキもきれいに伐採されました

社会体育館の西側駐今後，工事車両が使用するので

車場は使用できません 社会体育館の南の通。また，

となります。生徒及び関係者の皆様に路も通行禁止

ご迷惑をおかけしますが，ご理解とご協力をお願い

いたします。

＊山田教諭 お休みのお知らせ
１年生の音楽と合唱部を中心に指導していただい

た 山田 教諭ですが，体調の関係で休むことにな

りました。代わりに指導していただく先生が決まり

ましたらお知らせいたしますので，ご承知おきくだ

さい。


