
 

 

６月１４日(火)より、学校総合体育大会の

入間東部大会、入間郡予選会が各会場で行わ

れました。昨年度、新人戦がコロナ禍のため

開催できず、３年生にとっては、上級生とな

って初めての公式戦となりました。競技によ

っては、保護者の方々の参観人数などの制限

が設けられましたが、大会にかかわる方々の

努力と保護者の方々の理解のもと、大きな混

乱もなく実施することができました。また、

屋外での競技では、雨のため日程が変更にな

った部もあり、コンディションやモチベーシ

ョンを維持するのに苦労した部もあったと思

います。そんな中、３年生にとっては最後の

大会にさまざま思いを持って大会に臨んだと

思います。私もいろいろな会場へ行ってみな

さんの応援をさせてもらいました。どの会場

でも、私の顔を見ると元気にあいさつをして

くれました。競技では、入賞はできずとも、自

己最高の結果を出すことができた生徒や最後

の最後まで勝利を目指して、あきらめずに、

頑張っている姿に感動しました。また、自分

たちのチームや選手を応援したり、会場準備

や観戦者の案内、審判や得点係など様々な係

に責任を持って取り組んだりしている様子も

数多く見られました。見事優勝した部や入賞

した選手並び県大会に出場するみなさん、お

めでとうございます。県大会に出場する生徒

は、地区の代表としてさらにレベルアップし

て大会に臨んでください。 
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＜野球＞ 

１回戦 7対 0 vs 葦原中 ２回戦惜敗 vs 勝瀬中 

＜サッカー＞ 

１回戦 8対 0 vs藤久保中 ２回戦惜敗 vs 富士見西中 

＜バレー女子＞予選リーグ惜敗 vs 勝瀬中・大井東中 

＜卓球男子＞ 

団体 決勝トーナメント１回戦惜敗  

個人 シングルス ベスト８（さん・さん） 

ダブルス  ベスト８（さん・さん） 

＜卓球女子＞ 

団体 予選リーグ惜敗  

個人 ダブルス ベスト８（さん・さん） 

＜バスケット男子＞ 

１回戦 48対 47 vs 本郷中 ２回戦惜敗 vs 富士見西中 

＜バスケット女子＞ 1位 ☆県大会出場 

決勝 53対 32 vs 勝瀬中  

＜ソフトテニス男子＞ 

団体 １回戦 3-0 vs 藤久保中 ２回戦惜敗 vs 三芳中  

個人 ベスト８（さん・さん） 

＜ソフトテニス女子＞ 

団体 １回戦惜敗 vs 大井西中 

個人 ベスト 32（さん・さん） 

＜剣道＞ 

男子団体 ３位 

男子個人 ベスト８（さん） 

女子個人 ベスト 32（さん） 

＜柔道＞ 

男子個人 ☆県大会出場 

☆50㎏級 1位（さん） 55㎏級 ３位（さん）  

60㎏級 1位（さん）☆81㎏級 1位（さん） 

☆90㎏級 ２位（さん） 

＜硬式テニス＞  

個人 シングルス ２回戦惜敗 



 

学総入間郡予選会（陸上競技） 

※県大会出場者を紹介します。 

女子1年100ｍ  さん 14秒62 

女子2年100ｍ  さん 13秒93 

女子4×100mR  48秒66 

さん さん さん 

さん さん さん 

男子1年走幅跳 さん 4ｍ16㎝ 

女子1年走幅跳 さん 3ｍ67㎝ 

男子砲丸投    さん 8ｍ26㎝ 

女子砲丸投    さん 7ｍ52㎝ 

男子走高跳    さん 1ｍ35㎝ 

１年生歯科保健指導 

６月２４日（金）、１年生とそら・かぜ学級

の生徒を対象に、歯科衛生士会朝霞支部の歯

科衛生士さんを講師にお招きして、歯科保健

指導を実施しました。 

当日は、糖度計を使って、清涼飲料水に含

まれる糖度を調べ、砂糖の量を計算しまし

た。多いものでは、５００mlあたり、およそ

５６ｇ（スティックシュガー約 19 本分）も

含まれていました。普段、何気なく飲んでい

る飲み物が健康に与える影響を改めて考え

るきっかけにな

りました。また、

効果的な歯磨き

の仕方について

教えていただき

ました。 

地区硬筆展覧会  「入賞した生徒のみなさん、おめでとうございます。」 

推薦 １年 さん （県展へ）    

 ２年 さん （県展へ）    

特選 １年 さん さん さん さん  

 ２年 さん さん さん   

 ３年 さん さん さん さん さん 

  さん さん    

 そら・かぜ さん     

優良 １年 さん さん さん さん  

  さん さん さん さん  

  さん さん さん   

 ２年 さん さん さん さん  

  さん さん さん さん  

  さん さん さん   

 ３年 さん さん さん さん さん 

  さん さん さん さん  

 そら・かぜ さん さん さん さん さん 

 



 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜返信欄＞                                        お名前（                   ） 

  

１ 金 期末テスト② 17 日  

２ 土  18 月 海の日 

３ 日  19 火 短縮２時間授業 

４ 月 ２年校外学習 ２０ 水 終業式 

５ 火 １・２年生三者面談 ２１ 木 ３年生三者面談（～２９日）   夏季休業日（～8/２４） 

６ 水 けやきの日 ２２ 金     

７ 木 ＊学校徴収金口座振替日 ２３ 土    県大会（陸上・柔道・女子バスケット） 

８ 金 ３年進路学習会 24 日    県大会（陸上） 

９ 土  25 月  

10 日  26 火  

11 月  27 水  

12 火 生徒朝会 学校運営協議会 28 木  

13 水 職員会議・けやきの日・成績交換日 29 金  

14 木 短縮４時間授業・集団下校指導 30 土  

１５ 金 短縮４時間授業・給食最終日・そらかぜ学級親子レク ３１ 日  

１６ 土  ＊変更がある場合には、その都度ご連絡します。 


