
【通信陸上】６月 24・25 日に厚別競技場で行われました。２日目は雨で条件は悪かったのですが、頑張

りました。女子の２種目、全道大会を決めました。 

  ★女子４×100ｍR 準決勝進出 53”27 

    （①吉田３年②坂本３年③佐々木３年④関井２年）  

    

  ★3 年女子 100ｍ 坂本 準決勝進出 13”30 

    

  ○３年男子 100ｍ 弓削 準決勝進出 

  ○３年女子 100ｍ 吉田 準決勝進出 

  ○２年女子 10ｍ 関井 準決勝進出 

    

【中体連陸上】 

  ★走高跳 ３年髙橋 140cm を１回でクリア 

  

  ○女子４×100ｍＲ は予選からすべて自己ベストを更新し続けました。 

   ・予選２位通過（①吉田３年②坂本３年③佐々木３年④伊藤里３年） 

   ・準決勝３位通過（記録上位＋２チームで決勝） 

   ・決勝 ６位入賞 

 ※リレーの決勝進出、入賞は、各校しのぎを削る中で快挙です。準決勝からの４走は２年関井 

○男子 100ｍ ３年弓削 準決勝進出 

ほか、3 年生は多くの選手が自己ベストを更新しての引退となり、いい結果だったと思います 

 

 

７月１日、２日に稲積公園野球場にて西地区 Aブロック予選が行われました。 

２回戦 向陵中学校 ５－３ ○ 

準決勝 稲穂中学校 ４－３ ○ 

決勝  北陽中学校 ０－８ ● 

という結果となりました。目標としていた全市大会には届きませんでいたが、３年生３名を中心に粘り 

強く戦ってくれました。たくさんのご声援ありがとうございました。   

 

 

【サッカー西地区ブロック予選】 

１回戦 対新琴似中 ０－０ 延長０－０ ＰＫ ３－２で勝ち 

２回戦 対陵北中   ０－０ 延長０－０ ＰＫ ３－２で勝ち 



３回戦 対琴似中   ０－０ 延 長 ０－０ 再延長 ２－０で勝ち 全市大会へ 

                       （得点者：３年川崎、３年冨士元）   

スコアレスドローのまま延長戦でも決着がつかず、代表決定戦のみある再延長戦の後半に２点入れ、

全市大会出場を決めました。 応援してくださった教職員のみなさま、ありがとうごじました。 

 

【全市大会】 15日（土）１回戦 対向陵中 ０－３ 敗退 

 

【西区手稲区ブロック大会】 
男子個人戦 

  ベスト 16 ３年 安井、前川   以上 全市大会出場 

  団体戦 予選ブロック 健闘しましたが敗退 

 

女子個人戦 

   準優勝 ３年 新井 

   ベスト４ ３年 畑山、竹内 

   ベスト８ ３年 柿崎、佐藤、常丸 

   ベスト 16 ３年 山本        以上 全市大会出場 

    団体戦 優勝 全市大会へ 

 

【全市大会】 男子 

１年 嶋田 200ｍ個人メドレー ２分 51 秒 22 ９位 

100ｍバタフライ １分 17 秒 38 13 位  

藤川 100ｍバタフライ １分７秒 42 ９位  

   200ｍバタフライ ２分 33 秒 51 ５位  

岩崎 50ｍ自由形 28 秒 02 17 位  

   200ｍ個人メドレー ２分 35秒 52 ８位  

３年 中川 50ｍ自由形 25 秒 52 14 位  

寺崎 50ｍ自由形 29 秒 01 35 位 

200ｍ自由形 ２分 23秒 03 26 位  

    400ｍメドレーリレー（中川、岩崎、藤川、寺崎） ４分 38秒 54 ３位  

  400ｍフリーリレー ４分 10 秒 97 ４位  



【全市大会】 

男子 55Kg 級 原 

 １回戦 白石中の３年生に勝利 

 ２回戦 敗退   

男子 60Kg 級 公平 

 優勝 全道大会出場が決まりました。 

 ５月の選手権大会 66Kg 級優勝と併せて全市２階級制覇です。 おみごと！ 

男子 66Kg 級 田中 

 １回戦 勝利 

 ２回線 不戦勝 

 ３戦線 延長戦で惜敗    

 

【個人戦】 

男子 ３年 本田・池田 ４回戦敗退 BEST32 

   ２年 北 ３回戦敗退 

女子 ３年 本田 ４回戦敗退 BEST16 

   １年 杉沢・木村 ３回戦敗退 

 

【団体戦】 

男子（北・板川・池田・皆川・本田） シード校や強豪校を次々破り、準決勝もいい試合でした。 

女子（杉沢・木村・本田） ３人で予選全勝（３試合）準決勝で敗れるも１年生２人＆本田頑張り 

ました！ 

全員がそれぞれの役割を果たし、感動しました！補欠１年三浦もずっと応援を頑張っていました。西陵

すごく強かったです・・・。 

 

8 日、9日に行われた試合の結果を報告したいと思います。 

 １回戦  対 常盤中  ５４－３７  勝利 

 ２回戦  対 平岡中央中  ６８－４４  勝利 

 ３回戦  対 あいの里東中  ８８－５４  勝利 

 ４回戦 （ベスト８決め） 対 清田中   ３９－１０９   敗退 全市ベスト１６ 

 

 

 



8 日、9日に行われた試合の結果を報告したいと思います。 

 １回戦  対 新川西中  ５３－３４  勝利 

 ２回戦  対 新琴似中  ７９－３１  勝利 

 ３回戦  対 発寒中  ５９－５１  勝利 

 ４回戦 （ベスト８決め） 対 札苗北中   ３９－７１   敗退   全市ベスト１６ 

 

 

予選ブロック 

対 札苗北中 （２０－２５ ２１－２５） ０－２ ● 

対 陵陽中  （２６－２４ ２５－１７） ２－０ ○   順位決定リーグ２位 

 

対 藤野中 （２５－１５ １５－２５ １７－２５） １－２ ● 

                         予選ブロック敗退となりました。  

 

 

先日８・９日に手稲東中学校で行われた 
中体連西地区大会の結果を報告します。 
男子 団体 優勝 全市大会出場 

   個人 ダブルス 第１位 平石・栗栖組 全市大会出場 

      シングルス  第３位  道下 全市大会出場 

            ベスト８ 畑中 

女子 団体 第２位 

   個人 ダブルス 第３位千葉・日下部（那）組、日下部（美）・佐藤組 全市大会出場     

  シングルス ベスト８  杉澤、坪 

            ベスト１６ 曽我 

 

【全市大会】 15日（土）、16日（日） 厚別体育館 

  男子団体 対厚別南中 １－２で敗退 

 個人 シングルス 道下 一回戦敗退 ０－２ 

     ダブルス 平石・栗栖組一回戦敗退 １－２    

 


