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大会実行委員長として語った最高の選手宣誓！ 生徒会を先頭に、開会式に入場してくる全校生徒 

組体操：7人が一気に立ち上がり、歓声が！ すごい迫力でした！ 

紅葉日々に増す 10月。保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のことと存じます。さて、体育

大会も終わり、明日から中間考査があります。秋という季節は、「実りの秋」・「読書の秋」というよう

に、勉強して力を蓄え、成長していく時期です。考査の勉強では、わからないところや覚えられないとこ

ろを何とかして考え、克服しようと努力をすることが大切です。また、考査後の答案を見て、「間違って

いるところ」や「分からなかったところ」を再度見直し、できるまで努力することが重要です。それは、

確実に自分の力になり、成長することにつながります。「嫌なことは、賢くなるチャンス」なのです。 

 

体育大会での真剣な眼差しで、最高の体育大会となりました！ 

9 月 16 日（日）に、本校のグラウンドで、第 72 回体育大会が、開催されました。本番を迎えるにあた

り、本校保健体育科の豊田先生と西山先生が中心となり、周到な準備を夏休み前から行い、当日本番を迎

えました。今年は、天候に恵まれてほとんどの練習が予定通り行われ、素晴らしい体育大会となりました。 

特に、3 年男子と女子による組体操とダンスを組み合わせた独創的な演技で、見ている我々に感動を与

えてくれました。「Good time～最高の仲間と最高の時を

～」と題して行われた演技で、3 年間共に過ごしてきた

仲間と中学校生活最後の体育大会を盛り上げて楽しむこ

とができました。真剣な眼差しの演技と笑顔が印象的な

最高の演技でした。男子の組体操では、今まで見たこと

のない斬新な演技で、リズムよく、美しく見せてくれま

した。観客からは「おう！」という感嘆の声が上がりま

した。また、西山先生の話によると、

「女子のフォークダンスは、非常に

難易度が高いので素直でまじめな 3

年生にはできる。」と判断して、選

んだダンスだそうです。実際夏休み

には、3 年生男女ともにほとんどの

生徒が学校に登校してきてダンスの

練習を行いました。3 年生にとっては、準備のために時間をかけ努力したからこそ印象に残る体育大会、
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創作演技になったと思います。 

また、今年は全学年でそれぞれ百足競走を行いました。百

足競走は、チームの気持ちが一つになり、声を張り上げて盛

り上がったクラスが有利です。どの学年も、優勝したクラス

が、1位でゴールした時の歓喜と盛り上がりは、見ている我々

にも伝わってきました。最後にゴールしたクラスは、何度も

転びましたが、その度に立ち上がりなんとかゴールした時の

保護者や生徒た

ちの拍手や声援

は、非常に温か

いものでした。この応援の姿こそが学年の団結力であったよ

うに思います。 

アスレチック走や二人三脚、俵運び走などの個人種目、学

級全員リレーや選抜リレーなどの走競技、各学年の競走遊戯、

どの種目をとっても生徒が真剣に競技しました。そのひたむ

きな姿、諦めずに最後まで頑張る姿は、見ている我々を感動させてくれました。そして、何よりも競技し

た生徒自身が充実したかけがえのない時間を過ごしてくれたものと思います。そして、自分のクラスを応

援するだけではなく、他のクラスでも大きく遅れて走っているランナーや百足を励ます声援を送る生徒た

ちに感動しました。上津役中学校生徒の優しさと団結力を感じた最高の体育大会でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女・先生、一緒に楽しくダンス 

懸命に声を出しゴールを目指す 2年女子 

1年川下り、担任の先生が船頭を支えて！ 

2年生の小田君、俵を持って激走！拍手喝采！！ 2年生の二人三脚、リズムを合わせて真剣に！ 

みんな笑顔で、～「Good time最高の仲間と最高の時を」～ 

 

1年全員リレー（左）と 2年全員リレー（右）、級友の走る姿を応援する生徒たちの真剣な眼差しが最高！ 
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新人大会が始まりました。来年度の夏季大会へ向けて、始動です。 

 9月 22日（土）から行われた女子バレー部のシード決め大会を皮切りに、中体連の区内新人大会が始ま

りました。新人大会は、中体連の大会で１・２年生の新チームになって初めての公式戦です。基本的に、

中体連の公式戦は、新人大会と夏季大会の 2度しかありません（市民体育祭は、中体連の公式戦としては

カウントしない）。しかし、私は来年度の夏季大会のための前哨戦、試しの大会だと考えています。もち

ろん、公式戦ですから死力を尽くして戦います。しかし、その結果を受けて如何に次年度の夏季大会へ生

かしていくかが、ポイントだと思っています。 

◇ 野球部 

 区内新人大会 1回戦が、浅川中学校で 9月 22日に行われる予定でしたが、雨天のため 23日に延期にな

りました。9：00プレーボールで木屋瀬中と対戦しました。初めての公式戦で緊張もあったと思いますが、

初回の裏木屋瀬中の攻撃で、フォアボールとエラー、タイムリーヒットなどで、5 点取られました。しか

し、2 回の表に岡田朋樹君がレフトオーバーの 3 塁打を放ち

ました。その後、ワイルドピッチで 1

点を獲得しました。3 回表には、フォ

アボールでランナー1 塁。三村蓮太郎

君のセンター前ヒットを相手のセンタ

ーが後逸し、3 塁打になりました。そ

の間にさらに 1 点を追加し、2-5 とな

りました。さあ、これから反撃し逆転

するぞ、という雰囲気になりましたが、

4 回に一挙７点を奪われて敗退しまし

た。 

失点の原因は、主にフォアボールとエ

ラーでしたので、これからの練習で大き

く成長できると思います。現在野球部は、

高校時代甲子園に出場した豊田先生が熱

心に指導してくれています。しかもできるだけ多く守備や打撃の回数を

増やすために、グループに分かれて練習するなど様々な工夫がなされています。豊田先生を信じて夏の大

会へ向けて頑張ってください。 

◇ バスケット部 

 9月 23日、自由ヶ丘高校体育館で、男女ともに市民体育祭区内大会が

行われました。男子は、1回戦で熊西中と戦いました。84-3の圧勝で、

出場選手全員が伸び伸びとプレーし頑張りました。2 回戦は浅川中でし

たが、19対 67の完敗でした。しかし私は、1回戦も 2回戦も必死に戦う

姿に感動しました。1 回戦は、圧倒的に勝っているからといっても全く

手を抜かず必死でプレーし、2 回戦は大量リードされても諦めずひたむ

きにプレーしていました。この姿勢は、必ず今後に生きてくると信じて

います。 

 女子は、初戦浅川中と対戦しましたが、61 対 30 の圧勝で、今までの

練習の成果を十分に発揮しました。そして準決勝では、今年度 3年生中

左から古野・三浦・遠竹君のピッチング。今後、大いに期待！ 

2回 3塁打の岡田君(右) 3回 3塁打の三村君(左) 

 

頼りになる

主将今川君

のフリース

ロー 
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心のメンバーで臨んだ夏季大会で惜敗した沖田中と対戦し

ました。試合のスタートは、互いに速攻で得点を重ね、一

進一退の攻防が続きました。しかし、徐々に沖田中ペース

になり、沖田中に 10点差まで広げられる時間帯もありまし

た。しかしながら、第 4クオーターで沖田中が反則を 5回

したために、2 人のスタメン選手が退場になりました。そ

れから一気に流れが変わり、最後は 54対 52 の 2点差で勝

利しました。選手たちの最後まであきらめないひたむきな

姿勢に、感動しました。決勝戦の相手は、常に九州大会や

全国大会で活躍する強豪の折尾中だったので、完敗しましたが、準決勝までの粘り強さは、今後の成長に

大きくつながっていくと信じています。 

 また、女子が準決勝で沖田中と対戦していた時の男子バスケ部全員による大きな声での声援は、会場全

体を盛り上げてくれ、女子バスケット部の心に届いていたと思います。有難うございました。 

◇ 女子バレー部 

 9月 22日に上津役中学校の体育館で、23日に的場池体

育館で、ＷＥＳＴカップ（市民体育祭区内大会）が行わ

れました。予選リーグの初戦は、対浅川中でしたが、1

セット目 25-13、2セット目 25-8 の圧勝でした。それを

皮切りに全勝し、見事優勝しました。おめでとうござい

ます。 

 9月 29日、本来は市民体育祭の市内大会ということに

なっていましたが、各区で勝ちあがってきたチームの監

督が話し合い、各区の新人戦のための練習会という形を

とることに決定したそうです。全チームで チームが総

当たりで、1セットの試合を行いました。本校は、8試合行い、2勝 6敗の成績でした。各チーム区内大会

を勝ち進み、県大会を狙っているチームばかりで強豪校ぞろいなので、当然の戦績かもしれません。しか

し、このリーグ戦ができたことは、本校女子バレー部にとってもとても有意義だったと思います。11月 10

日から男女ともに区内新人戦が始まります。頑張ってください。 

 

◇ 剣道部 

 9月 28日、的場池体育

館で、区内新人大会が行

われました。男女ともに、

4 チームの予選リーグを

突破し、決勝トーナメン

トに進みました。 

 男子は、熊西中、黒崎

中、則松中と上津役中 4

チームの予選リーグで、

黒崎中と熊西中に勝利し、リーグ 2位で決勝トーナメントに進出し

ました。決勝トーナメント１回戦では、永犬丸中と対戦し、5 人の

常に攻撃の起点となる大髙さん(左)、こ

の低いディフェンスの姿勢こそ重要！ 

エース深島さんの高いジャンプからのアタ

ック炸裂！ 周りはブロックカバーに！ 

中堅和気君(右)の果敢な攻め「面打ち」 大将田川君(左)の構え、直後 1 本先

取 
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対戦のうち 2勝 3敗で惜敗しました。次の 5位・6位決定戦では、浅川中と対戦し、1勝 3敗 1分での惜敗

でした。結果は、区内大会 6位という成績で

したが、昨年度成しえなかった市内大会出場

の目標を達成しました。そして、負けた試合に

ついてもほぼ互角の試合内容だったので、今後

の成長が大いに期待できると感じました。勝ち

たいという気迫が伝わってきました。 

 女子は、予選リーグから決勝トーナメント、

全てに勝利し、見事区内優勝の栄冠を勝ち取り

ました。特に準決勝では、5 人の対戦のうち、

全てが 2本とっての完全勝利でした。先鋒

の中川さんが胴を 2本、それ以外の次鋒か

ら大将まで、全てが面を 2本決め、勝利し

ました。こんなに気持ちの良い試合内容は

見たことがありません。決勝の相手は引野

中でしたが、緊迫した試合を制し、4 勝 1

敗で見事優勝の栄冠を勝ち取りました。ま

た、団体戦の後、個人戦が行われました。

そこで、2年生女子の藤本陽茉里さんが、3位の栄冠に輝きました。小学校時代に剣道を経験していない藤

本さんが 3位になることはとても立派なことです。よく頑張りました。 

男女ともに、市内大会での活躍を大いに期待しています。 

  

◇ 男子ソフトテニス部 

 9月 29日少雨の中、三萩野庭球場で、市民体育祭が開催されました。他の部活動と違って区内大会はな

く、いきなり市内大会でトーナメント戦が行われました。1 回戦に小倉南区の田原中と対戦しましたが、

惜敗し上位に進むことができませんでした。今週の 10月 6日・7日には、区内新人大会が穴生ドームで行

われます。今回の経験を生かして、市内大会出場目指して頑張ってください。 

 

学校外の練習で、頑張っている生徒たち！ 

学校で練習はしていないけれど、学校外のクラブ活動等で頑張っている生徒もたくさんいます。本通信

は、ひたむきに努力している生徒の姿を、できるだけ多く紹介したいと考えています。部活動は、顧問の

先生から詳しい情報を頂きますので、大会がある度に掲載しています。学校外のクラブ活動等は情報提供

があれば、掲載したいと思います。先月号では水泳や器械体操で頑張っている生徒を紹介しました。今回

は、詳しい情報提供がありましたので、下記の通りご紹介します。 

◇ 硬式テニス 

 7月 21・22日に市内大会が、7月 28・29日に県大会が、三萩野庭球場で、行われました。 

  女子団体戦  3年《床田・東・西藤さん》、2年《松原・今井・笹川・藤本さん》 

市内 3位(西南女学院に勝利) → 県大会出場【初戦は突破したが、2回戦惜敗】 

  女子個人戦  シングルス 3年《床田さん》     ： 市内 3位     県大会出場 

         ダブルス 《3年東・2年藤本さん》  ： 市内 4位     県大会出場 

先鋒中川さん(左)の構え 中堅瀬戸さん(右)の攻め 

副将大村さん(右)の構え 大将衞藤さん(右)の鋭い相面 
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  男子個人戦  ダブルス  《3年高野・2年石川君》 ： 市内惜敗 

 女子は、素晴らしいチームワークで、暑さに負けずにお互いに声をかけあっていました。広いコー

トの中を必死で駆け回る姿は、本当に立派でした。今後の活躍に期待します。また、昨年県大会に出

場した男子ペアには、大きな期待がかかっていたようですが、残念な結果でした。しかし、2 人のフ

ットワークが絶妙で、素晴らしいゲームでした。 

◇ 水泳 

 3年生の山之内君が、9月 22・23日に鹿児島県の鴨池公園水泳プールで行われた「九州ジュニア水泳大

会 13～15 歳 男子 200m 背泳ぎ」の部で、見事７位に入賞しました。各県から選ばれた優秀な選手たち

25名中７位です。本当におめでとうございました。 

◇ 陸上競技 

 9 月 29 日、本城陸上競技場で、新人市内大会が開催されました。2 年女子の松永詩歩さんが「2 年女子

200m」で 6位《28秒 25》、走り幅跳びで 9位《４m15㎝》、1年女子の矢野汐栞さんが「1年女子 800m 」 

で 6位《2分 30秒 84》という結果でした。5位までが県大会出場なので、県大会出場は逃しましたが、今

持てる力を出し切りました。夏の大会は 6位までが県大会に出場できます。来年度の夏には実力を高めて、

県大会出場だけでなく、市内大会優勝目指して頑張ってください。また陸上競技は、相手との戦いという

よりも自分の記録との戦いでもあります。地道にコツコツと、自分のできることを精一杯頑張りましょう。 

 

上津役学級生徒がスポーツ大会で、大いに楽しみ成長しました！ 

 9月 28日、的場池体育館で、上津役学級が「八幡西区中学校特別支援学級合同スポーツ大会」に参加し

ました。目的は、「中学校特別支援学級の生徒が、スポーツを通して交流し、協調性を養うとともに、生

涯にわたりスポーツに親しみ、健康づくりと生きがいをもちつつ社会参加・自立を目指す積極的な態度を

養う。」ということです。十分に目的は、達成されたと思います。 

 さて、内容は風船バレーボール

競技で、西区内の中学校の特別支

援学級生が、学校対抗で行いまし

た。人数が少ない場合は 2校で合

同チームにしたり、多い場合は 2

チームに分かれたりして計１６チ

ームで対戦しました。交流の意味

もありますので、１６チームを 4

ブロックに分け、4 チームのリー

グ戦形式で行いました。上津役中

は、青ブロックで浅川中、千代中、

八児・香月合同チームと対戦しま

した。成績は、１勝２分けで、準

優勝でした。生徒たちは、明るい

笑顔で、大いに楽しみ、成長して

くれたと思います。 

保護者の方も何人も応援にこられており、優しさに包まれたほのぼのとした大会でした。応援している

我々も心地よい風を感じました。 

依田さんはチームの為

に、何度もつなぎのパス

をしていました！ 

西野さん（右上）と

古山くん（左下）の

ナイスアタック！ 


