
     生徒の活動の記録 

 夏休みに入り、総合体育大会の湘南ブロック大会、県大会、関東・全国大会が行われ
ました。多くの部活動が地区大会から勝ち上がり活躍してくれましたので、報告いた
します。 
 
〇野球 地区大会 対梅田８－３勝利  対松林０－８惜敗 
         地区準優勝 湘南大会出場 
    湘南大会 対秋葉台０－８惜敗 
〇サッカー 地区大会 北陽１－０勝利  松浪２－１勝利  鶴嶺１－０勝利 
           地区５位 湘南大会出場 
      湘南大会 対藤が丘１－５惜敗 
〇剣道 地区男子個人戦 優勝 澤田海都  第 4位 堀僚介 
    地区女子個人戦 第 5位 金澤蕗杏  第 5位 渡邉千優 
            以上 4名は湘南大会出場 
    地区男子団体 予選リーグ 対鶴が台勝利  対円蔵勝利 
           決勝リーグ 対赤羽根勝利  対旭が丘負け 
           準優勝で湘南大会出場 
    地区女子団体 予選リーグ 対中島勝利  対寒川勝利 
           決勝リーグ 対鶴が台負け 対旭が丘負け 
           第 3位で湘南大会出場 
    湘南大会男子個人  第 4位 澤田海都 県大会出場 
    湘南大会男子団体  予選リーグ  対藤沢第一勝利  対御成勝利 
              決勝トーナメント 対国大付属勝利 
              決勝リーグ 対六会勝利  対旭が丘負け 
              準優勝 県大会出場 
    湘南大会女子団体  予選リーグ 対藤が丘負け  対御成勝利 
              得失点差で敗退 
〇陸上 地区総合体育大会  男女総合２位 男子総合３位 女子総合２位 
              県総合体育大会出場 
    男子共通 100m 吉兼 剛志 3位 11秒 96 
    男子共通 200m 吉兼 剛志 1位 24秒 11 
    男子共通 400m 高田 貫太 1位 53秒 49 
    男子共通砲丸投 房 純 2位 8m30 
    男子共通走高跳 遠山 伊吹 3位 1m50 
    女子共通 100m 中山 乃杏 3位 13秒 58 
    女子共通 200m 中山 乃杏 3位 27秒 93 
    女子共通 800m 3位 2分 32秒 92 
    女子共通 1500m 3位 5分 16秒 50 
    女子共通砲丸投  高橋 礼奈 3位 8m18 
    女子共通走幅跳  鈴木 陽葉 2位 4m54 
    低学年男子 4×100mリレー 松井大典 高木祐輝 相田海斗 根津慧士   
                   1位 51秒 48 
    女子共通 4×100mリレー  相田美優 中山乃杏 高橋礼奈 長坂詩織   
                   2位 52秒 87 
    男子共通 4×100mリレー  高田貫太 吉兼剛志 遠山伊吹 保坂汐南  
                   3位 46秒 70 
〇ソフトボール 地区３位 湘南大会出場 
        湘南大会 対湘洋１０－２勝利 対北陽２－７惜敗  
             ３位決定戦 対萩園６－３勝利 県大会出場 
        県大会  有馬４－１１惜敗 
〇バスケットボール女子 地区大会 対寒川東４０－４３惜敗 
            地区３位 湘南大会出場 
            湘南大会 対大船６０－５５勝利 対北陽４２－４１勝利 
                 対アレセイア湘南２８－６１惜敗 
                 ３位決定戦 寒川東５０－４５勝利 県大会出場 

  一中だより  
          茅 ヶ 崎 市 立 第 一 中 学 校 通 信 ８ 

          令和３年９月１３日 校長 三瓶 信哉 
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            県大会  対東永谷２６－５３惜敗 
〇ソフトテニス 男子団体戦 地区６位 湘南大会出場 
          個人戦 吾妻・阿部ペア 湘南大会出場 
        女子個人戦 橋場・泰田、齋藤・根布、河合ペア  
              湘南大会出場 
              橋場・泰田ペア県大会出場 
〇卓球 湘南大会男子団体戦準優勝 
    準決勝 対片瀬３－０勝利 決勝対村岡２－３惜敗 
    県大会出場 
    湘南大会女子団体戦準優勝 
    準決勝 対玉縄３－１勝利 決勝 対寒川東１－３惜敗 
    県大会出場 
    湘南大会男子個人戦 佐藤拓海 ８位 
    湘南大会女子個人戦 小峰まなみ 優勝  斉藤帆海 準優勝 
              齋藤凛乃  ３位  中嶋璃子  ５位 
              ５名が県大会出場 
    県大会男子団体戦  ５位 
〇バレーボール 
〇吹奏楽部 湘南地区吹奏楽コンクール 金賞 県大会出場 
      神奈川県吹奏楽コンクール 金賞 関東大会出場 
      東関東吹奏楽コンクール  銅賞 
〇柔道 神奈川県中学校総合体育大会兼神奈川県中学校柔道大会 
    女子個人 優勝  野本朱夏  優勝  光武結彩  第５位 野本楓夏 
         優勝  小松愛南  第３位 幸本紗良  優勝  川口彩絵 
         準優勝 村越帆乃果 優勝  小出穂香  準優勝 幸本明香 
    男子個人 第３位 中村柔登  第５位 堀悠隼   準優勝 佐藤然治 
         優勝  平野匠啓  準優勝 新藤翔 
    女子団体 準優勝 
    男子団体 第３位 
    関東中学校柔道大会 
    女子個人 準優勝 光武結彩  優勝  小出穂香 
    男子個人 第３位 佐藤然治  優勝  平野匠啓 
    女子団体 準優勝 
    全国中学校柔道大会 
    女子個人 優勝 小出穂香 
    男子個人 優勝 平野匠啓 
〇水泳 関東中学生水泳大会 女子 ５０ｍ自由形 準優勝 ジーベイ海陽 
              女子１００ｍ自由形 準優勝 ジーベイ海陽 
 
 

合唱祭 
 １０月１４日（木）に市民文化会館で行う予定でした合唱祭は、緊急事態宣言の延
長、また市内の感染レベルが３が継続されましたので、残念ですが中止の判断をいた
しました。 
 
 

     地区演劇発表会 
 ８月７日（土）に茅ヶ崎市民文化会館で、第
４５回茅ヶ崎寒川地区演劇発表会が行われ優秀
賞をいただきました。 
 本校の演目は「女傑症候群（ヒロインシンド
ローム）」でした。タエコという正義感が強
く、優しく、困っている人を放っておけない優
等生が、学校の大切な友達、仲間を女傑（ヒロ
イン）症候群（シンドローム）から次々とすく
いますが・・・・。 
 ＳＮＳ依存、しゃしゃる、窯著、反抗・暴
力、ぼっち、自己存在の否定など、現代社会の若者が抱える様々な問題を考え
るという少し重いテーマでしたが、１４名のキャストとスタッフ５名、総勢１
９名が、日頃からの練習の成果を発揮し、見事に演じ上げてくれました。 


