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冬、長靴を履いて７キロ走る。目的地は市内の霊園。急な斜面のど真ん中に１００メートルくらい続く階段がある。下から

上までダッシュで登る。雪があるから太ももを上げないと進まない。山の上からは街並が見えた。１年生の時は３往復で

吐いた。街並が目の前でグルグル回っていた。何回も吐いた。それを２０往復やって７キロの道を帰る。グラウンドに戻っ

てタイヤ引きをする。トラックのタイヤを雪の中ひっぱる。気合で一歩一歩進む。そんな冬を乗り越え、むかえた最後の

夏。支部予選の代表決定戦で負けた。やり直しはないと思った時、人生で一番泣いた。現実を受け入れられず涙が止ま

らなかった。「ダメだった。…何が足りなかったのか。なぜ負けたんだ…。」その年、甲子園の決勝で松坂大輔がノーヒッ

トノーラン。急に自分の努力がちっぽけに見えた。

あの夏から１８年後。今年の中体連。延長９回裏１アウト。１点差、あと２人。そこから一気に逆転サヨナラ勝ち。次の試合

も、最終回７回裏１アウトから、大逆転サヨナラ。あまりにドラマチック。涙をこらえるので必死だった。それでもあと一歩、

優勝には届かなかった。

人は『信じたくないこと』や『信じられないこと』が目の前で起きると、自然と涙するのかもしれません。涙はそう簡単

には出ないから、涙で包まれた記憶っていうのはそう簡単には消えないのでしょう。

部活動を頑張る全ての子どもたちにエールを送ります。中体連の結果は、一瞬の花。そこから何を学ぶかが大事。部

活動を通して得た経験が、目に見えない根となり、また違うステージで花を咲かせることを心から願っています。

中 体 連 結 果 速 報

『 勝って泣いて、負けて学ぶ 』
野球部顧問 田村 謙治

地区・ブロック大会

≪野球≫

２回戦 ＶＳ 藤野中 ３対２ （延長９回サヨナラ勝ち）

準決勝 ＶＳ 平岸中 ２対１ （７回サヨナラ勝ち）

決勝 ＶＳ 山鼻中 0対２ ブロック準優勝

≪卓球≫

男子団体 優勝 全市大会へ
個人戦（男子） 酒井（１－６） 2 位 清水（２－３）３位

杉本（２－６）６位 大澤（３－3）７位 吉村（3－1）８位

西村（２－５）９位 櫻井（２－３）１０位 泉（２－６）１１位

富澤（２－５）13 位

女子団体 優勝 全市大会へ
個人戦（女子） 増田（３－４） １位 石川（3－３）２位

佐藤（3－1） 3 位 柴田（3－４） ５位 酒井（２－６）７位

中川（２－６） ８位 池田（３－6）1２位 村上（２－６）13 位

大田（２－４）14 位 以上 全市大会へ

≪ソフトテニス≫

男子団体戦 豊平地区 優勝 全市大会へ
女子団体戦 豊平地区 予選リーグ敗退

≪バレーボール≫

男子 予選リーグ ＶＳ 北嶺中 2 対０

ＶＳ 琴似中 ０対２

ＶＳ 陵北中 ２対０

ブロック２位 全市大会へ
女子 １日目 ＶＳ 北白石中 ２対０

ＶＳ 宮の丘中 ０対２

２日目 決勝トーナメント

ＶＳ 新琴似北中 ２対０

ＶＳ 厚別北中 ０対２ ブロック予選敗退

≪バドミントン≫

男子団体戦 豊平地区優勝 全市大会へ

個人（S） 池田（３－３）1 位 全市大会へ 川口（3－１）ベスト８

個人（W） 田川（３－５）伊東（３－3）1 位

川口（１－３）西根（１－７） 2 位 以上全市大会へ
宮脇（３－６）中山（３－３）ベスト８

女子団体戦 豊平地区３位

個人（S） 平元（１－４）1 位 全市大会へ
狩野（２－３）ベスト８

個人（W） 内山（3－２）村瀬（3－3）2 位 全市大会へ
林（３－３）齊藤（３－２）ベスト８



生徒会役員

7 月 29日にはＴＳＳ（豊平区生徒会

ありがとうボランティア

今年も「豊平区 HANA-LAND」植花事業

マリーゴールドなどの種をいただきました

放課後にその種を生徒会の呼びかけで

ィアの皆さんで学校の花壇に植えました

前に加えて、体育館そばのスペースにも

当日は、草むしり、土おこしから始

業で無事植え終えることができました

●全校道徳のお知

９月１３日（火）１３：４０より本校体育館

恵さん（ＮＰＯ法人お助けネット代表

て、「インターネット社会の子ども

こと、すべきこと～」をテーマに生徒

講演（全校道徳）をしていただきます

ネットが子どもに与える影響・親にできること・

きることなどを中心にお話をしていただく

域の方々もお気軽に足を運んでいただきたいと

す。

なお、御不明な点がございましたら

連絡ください。

≪サッカー≫

２回戦 ＶＳ 藻岩中 ３対１

代表決定戦 ＶＳ 真駒内中 ３対１ 優勝

≪バスケットボール≫

2 回戦 VS 西陵中 ３６対５４ 惜敗

全市大会
≪卓球≫

男子団体 決勝リーグ ＶＳ 平岡中 ３対１

ＶＳ 元町中 １対３

ＶＳ 札苗北中 ３対１

全市２位

個人戦（男子） ベスト１６ 杉本（２－６）西村（

ベスト３２ 清水（２－３）

女子団体 決勝リーグ ＶＳ 西陵中 １対

ＶＳ 八軒東中 ３対

ＶＳ 元町中 ０対

個人戦（女子） ベスト１６ 増田（３－４）

ベスト３２ 石川（3－３） 池田

●生徒会活動●

生徒会役員を中心に様々な活動に精力的に取り組んでいます

豊平区生徒会サミット）に役員生徒が参加し、区内中学校生徒会

ありがとうボランティア

植花事業の一環として、

をいただきました。６月２４日(金)

びかけで集まったボランテ

えました。今年は、格技場

そばのスペースにも植えました。

始めました。１時間弱の作

えることができました。

地域のゴミ拾いボランティア

生徒達から「もっとボランティア

という声があがり、その取組

ゴミ拾いを行いました。８０名近

で集まり、二手に分かれて

へ元気よく挨拶をしながら

をしました。

知らせ●

本校体育館において、中谷道

代表）を講師にお招きし

ども達～今、大人のできる

生徒・保護者を対象に御

をしていただきます。当日は、スマホや

にできること・学校がで

をしていただく予定です。地

んでいただきたいと思いま

がございましたら、担当 堀まで御

≪ソフトテニス≫

個人戦（男子） ベスト８ 山本

ベスト１６ 三浦

阿部

Ｂトーナメント ２位

３位

個人戦（女子） ベスト１６ 菊池

≪柔 道≫６０㎏級 秋田谷

９０㎏超級 鈴木（

≪新体操≫榊原（３－4）ロープ

≪水 泳≫

男子 松山（3－3）５０m 自由形

４００ｍフリーリレー・メドレーリレー

松山（３－3）伊藤（２－１）田口（３

標準記録突破 全道大会へ
女子 佐藤（２－６）１００m 自由形

標準記録突破 全道大会へ

全市大会へ

惜敗

位 全道大会へ
（２－５）酒井（１－６）

対３

対１

対３ 全市３位

池田（３－6）

●学校徴収金納入

7 月分の学校徴収金

27 日（水）[再引き落

となっておりますので

願いいたします。

未納の御家庭がいらっしゃいますと

業者への支払い等

で、御理解と御協力

んでいます。

区内中学校生徒会と交流をしてきます。

ボランティア

もっとボランティア活動を多くしたい」

取組のひとつとして、地域の

名近くが生徒会の呼びかけ

かれて活動しました。地域の方々

をしながら、暑い中一生懸命ゴミ拾い

山本（３－６）・鈴木（３－４）

三浦（３－３）・藤田（３－１）

阿部（３－５）・夏目（３－５）

位 野際（３－４）・石尾（３－４）

位 西山（３－５）・本多（３－６）

菊池（２－５）・森（２－６）

秋田谷（３－２）全市準優勝
（２－５） 1 回戦敗退

ロープ２８位 フープ２７位 総合２９位

自由形 ２00m 個人メドレー

フリーリレー・メドレーリレー

３－２）熊谷（３－２）

自由形 200m 自由形

学校徴収金納入のお願い●

学校徴収金の引き落としは、7 月

落としは 8 月 10 日（水）]

となっておりますので、前日までに入金をお

がいらっしゃいますと、納入

等、大きな支障になりますの

御協力をお願いします。


