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令和４年度学校総合体育大会入間東部(郡)大会が、去る６月１４日(火)を皮切りに、１５日(水)に柔道、
１７日(金)に硬式テニス、また雨天の影響により、１８日(土)に延期した競技もありました。さらに陸上部が
１９日(日)・２２日（水）に、そして２６日(日)に水泳競技が開催されました。みなさんの健闘を称えたいと思
います。
屋外競技では、雨に打たれながらも、最後まであきらめず、精一杯がんばっていた姿が印象的でした。
今回の大会を勝ち進むと、県大会、関東大会、全国大会へと続きます。（新人戦は県大会まで）残念なが

ら、球技においては、県大会への出場はできませんでしたが、陸上部と水泳で県大会に進むことができまし
た。ぜひ県大会でもがんばって欲しいと思います。
さて、この学校総合体育大会が終わると運動部の３年生は引退となります。特に今年の３年生は、入学し

た直後から新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、２ヵ月間臨時休校となってしまいました。その後も
分散登校になり、部活動の練習制限を大きく受けてしまいました。きっと満足のいく活動ができなかった人
も多かったと思います。また今大会も入場制限の関係で、選手以外は大会会場に行けずに、３年生の勇姿を
見ることができなかった部もありました。試合を見学、応援できずに、選手もそうでない人も互いに残念だ
ったと思います。
改めて、引退をした３年生の運動部のみなさん、本当にお疲れ様でした。そして吹奏楽部、総合芸術部の

３年生はまだ活動が続きますので、引退するまで引き続きがんばってください。
大会の写真を数枚ではありますが、学校ＨＰに掲載しましたので、ご覧ください。

学校総合体育大会入間東部大会の結果【敬称略】
＜サッカー部＞１回戦惜敗
＜男子バスケットボール部＞１回戦惜敗
＜女子バスケットボール部＞１回戦惜敗
＜男子ソフトテニス部＞団体戦１回戦惜敗・個人戦2回戦惜敗
＜女子ソフトテニス部＞団体戦１回戦惜敗・個人戦２回戦惜敗
＜硬式テニス＞個人戦２回戦惜敗
＜柔道＞個人戦－６０Kg級第３位 伊藤 修司

学校総合体育大会入間郡大会の結果【敬称略】

＜陸上部＞
男子110mＨ 第１位 栁下 孝介(2-2)→県大会出場 女子100mH 第２位 長根 咲耶(1-1)

第２位 安藤 啓太(2-1) 女子3年100m 第３位 小川 緋奈(3-2)
男子3000m 第３位 小林 駿斗(3-1) 女子２年100m 第３位 稲葉 心音(2-2)
男子１年1500m 第2位 河又 友也(1-2) 女子１年100m 第２位 小松 愛奈(1-1)
男子走高跳 第３位 大野木 瑠珂(2-2) 第３位 長根 咲耶(1-1)
女子１年800m 第１位 伊藤 優妃(1-1)→県大会出場 女子１年走幅跳 第３位 古賀 夕彩(1-1)

第３位 阿部 百花(1-2)

＜水泳＞
男子１５００m 第１位 内村 弥路(3-2)→県大会出場 女子100m自由形 第２位 小峰かなみ(1-3)
男子 4００m 第１位 内村 弥路(3-2)→県大会出場 女子 ５０m自由形 第3位 小峰かなみ(1-3)

吹奏楽西部支部研究発表会より
吹奏楽部が、６月２２日（水）狭山市市民会館にて、吹奏楽西部支部発表会に出演しました。現在のメンバ

ーではじめて臨む発表会でしたが、「喜歌劇『伯爵夫人マリツァ』セレクション」という曲で、とても明るくリ
ズミカルな演奏でした。
次は、８月４日に開催が予定されている埼玉県吹奏楽コンクールに向け、がんばってください。

心ゆたかに



１年前の生徒総会は、コロナの感染予防のため、各教室でオンライン
で実施しました。オンラインで開催するのも、今の時代に相応しくとても
画期的でありましたが、今年は体育館に全校生徒を集めて、生徒総会を
開催することができました。
無事に生徒総会のすべての議案が承認されました。また生徒のみな

さんからも貴重な意見が多く寄せられました。
生徒のみなさんは藤久保中学校に入学すると同時に、藤久保中学校

生徒会の会員になります。生徒会はみなさんのためにある組織です。
生徒総会は、生徒会の最高議決機関であって、生徒総会に出席するこ

とは、会員の権利であり、義務でもあります。
生徒会活動の１年間の計画や予算を話し合い、審議し、みんなで決定

する大事の場です。また生徒会活動は生徒会本部役員の生徒たちだけ
の活動ではありません。生徒一人一人が自分事として捉え、学校生活を
自分たちの手で、自分たちの力で、さらに充実させ、生徒会活動をどの
ように改善していったらよいか、よく考え、そして行動に移すことが大
切です。
今後は、生徒のみなさんから出された意見について、検討を重ねてい
きます。、そして生徒会の活動目標と方針である「みんなで協力して、
楽しく来られる学校を作り上げる」を実現させていきましょう。

緑の募金、ご協力ありがとうございました。
５月１６日（月）～１８日（水）まで、生徒会による緑の募金を行いました。３日間という短い期間でしたが、

募金額は『６,８７４円』となりました。
先日、（公社）埼玉県緑化推進委員会へ送金を済ませました。募金にご協力くださったみなさん、ありがと

うございました。

おめでとうございます！（敬称略）

入間東部地区硬筆展覧会
１年 ２年 ３年
推薦 (1-2)鎌形 紗夕【県展】 推薦 (2-1)田代 志織【県展】 推薦 (3-1)嶋村 あおい【県展】

(1-3)彌永 俊明【県展】 (2-1)西村 望愛【県展】 特選 (3-1)妹尾 小雪
特選 (1-1)長根 咲耶 特選 (2-1)目﨑 優羽 (3-2)吉田 舞玲

(1-2)新納 芽依 (2-1)吉田 咲世子 優良 (3-1)井上 紗希
優良 (1-1)鮎澤 舞 (2-2)小泉 双葉 (3-1)石山 陽向

(1-1)伊藤 優妃 優良 (2-1)相澤 杏奈 (3-2)秋谷 帆奈
(1-1)佐藤 千優 (2-2)石川 翔太郎 (3-2)岡崎 宏洋
(1-1)福岡 音乃 (2-2)岩波 侑里 (3-2)井上 寛大
(1-2)阿部 百花 (2-2)嶋田 桃子 (3-2)石井 希乃花
(1-2)池田 琴美 (2-2)渡辺 彩乃 (3-2)小林 ことの
(1-2)鈴木 渚紗
(1-2)高田 侑奈
(1-3)後 夢遥
(1-3)小俣 匠
(1-3)酒井 結菜

令和３年度三芳町体育協会表彰 栄光賞 全国中学校水泳競技大会男子４００m自由形第８位
内村 弥路(3-2)

令和３年度
三芳町文化協会表彰 青少年読書感想文全国コンクール 入選 井上 紗希(3-1)

埼玉県書きぞめ中央展覧会 優良賞 嶋村 あおい(3-1)
埼玉県書きぞめ中央展覧会 優良賞 西山 美姫（３－１）
埼玉県書きぞめ中央展覧会 優良賞 嶋田 桃子（２－２）
埼玉県小・中学校等児童生徒美術展入間地区展覧会 特選 吉田 舞玲（３－２）

※紙面の関係で７月の行事予定は学校ＨＰに掲載しましたので、ご覧ください。



７月の予定 海の日‥‥海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。

１ 金 期末テスト② 総下校１４:００ １６ 土

２ 土 １７ 日

３ 日 １８ 月 海の日

４ 月 総下校１８:００ １９ 火 集会・学活・大掃除 総下校１５:１５

５ 火 ２０ 水 終業式 総下校１２:００

６ 水 ２１ 木 全校三者面談期間 ３年補習期間

７ 木 ２．３年生ブックトーク ２２ 金 学総水泳県大会

８ 金 保護者会 ⑤３年卒業生を囲む会 ２３ 土 学総陸上県大会

２．３年生ブックトーク ２４ 日 学総陸上・水泳県大会

９ 土 ２５ 月

１０ 日 ２６ 火

１１ 月 ２７ 水

１２ 火 専門委員会 １年生ブックトーク ２８ 木 小学生体験入部①

1３ 水 ２９ 金 小学生体験入部②

１４ 木 短縮日課 薬物乱用防止教室 ３０ 土

総下校１６:１５ ３１ 日

１５ 金 短縮日課 給食最終日 総下校１６:１５

※１．２年生の補習は、８月２２日（月）２３（火）２４（水）を予定しています。


