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学校教育目標 心豊かで、自主性に富み、創造的で、未来を切りひらく生徒の育成
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チーム大中 思いを力に！

第70回大村市中学校総合体育大会
陸上競技・水泳競技の激励会を開催しました！

令和元年６月１０日（月）に、全校生徒参加のもと、大村市中学校総合体育大
会陸上競技・水泳競技の激励会を開催しました。力強い入場行進に続いて、水
泳部主将の吉原凜花さん、陸上部主将の中野康平さんの力強い決意表明が行
われました。

これまで支えていただいた方々への感謝の思いを胸に、本大会に臨む主将達
の熱い思いを感じると共に、その覚悟を決めた堂々とした姿に、体育館の中は
凜とした雰囲気に包まれ、選手団、応援選手達の志気も俄然高まったことと思い
ます。

さて、選手団のみなさんは、これまでのことを振り返ると、その道は決して平坦
な道ばかりではなかったと思います。

しかし、平坦な道ではなかったからこそ、みなさんは力強く、そして逞しく、本大
会に向けて確かな力を付けることができたのだと思います。

悲しみや苦しみの先にあるそれぞれの光。きっとそれは、選手団一人一人の
命の輝きであり、みなさんが目標に向かって一生懸命頑張っている姿だと思いま
す。

ぜひ、大地の上で、そして水中で、ベストを尽くし、しっかりと自分の命を輝かせ
てください！ 選手のみなさん一人一人の健闘を願っています。

チーム大中 思いを力に！です。

６月７日アメリカテキサス州・オースティンで開催
された陸上の全米大学選手権大会の男子１００
メートル決勝において、日本人二人目の９秒台と

なる９秒９７の日本記録を樹立したサニブラウ
ン・ハキームは、このように言っています。

『「勝たなきゃ」という思いで、緊張することは分
かるのですが、でも、一番大事なのは「レースを
楽しむ気持ちを忘れないこと。」だと思います。

そして、このレースを楽しむ気持ちが、自分の
能力を最大限に発揮するために、一番大事なこ
とだと思います。』

大事なのは、
レースを楽しむ気持ちを忘れないこと

選手宣誓

宣誓、僕たち、私たち選手一同は、中総体に向けて自
分たちの目標達成のため、日々努力を重ねてきました。
時には思うようにタイムが伸びず、そして、自分の弱い心
に打ち克てず、思い悩んだ日々がありました。しかし、努
力することに価値があると信じ、仲間と切磋琢磨しながら、
今日、ここまで歩んでくることができました。僕たちにでき
ることは、これまで大好きな陸上に本気で取り組んでき
た自分を信じること。苦しいときや辛いときも、共に支え
合った仲間を信じること。そして、どんな時も、どんな場
面でもいつも見守り、支えてくれた指導者の先生や保護
者の方々に、日ごろの感謝の気持ちを込めて、自分にで
きる精一杯の力を出し切ることです。大村中学校の代表
としての誇りを胸に、正々堂々と最後まで諦めず、戦い
抜くことをここに誓います。

令和元年６月１０日
陸上部主将 中野康平
水泳部主将 吉原凜花

生徒代表 激励の言葉

大村市中総体陸上・水泳競技まで残すところあと少しとなりました。選手の
みなさんはこれまで練習してきた中で、苦しいことやくじけそうになって部活
が嫌になったこともあったと思います。しかし、そんな時、周りにはいつも支
えてくれる仲間がいたと思います。先日行われた球技・武道大会で大村中学
校は５本の優勝旗をこの大中に持ち帰ることができました。試合で苦しいと
きや弱気になったとき、力強い後押しをしてくれたのはみなさんを含め、応援
に来てくれた人たちです。そして、さらには、僕たちのために、自分たちも出
場し応援には来られないのに、昼休みに、応援練習に参加してくれるなど、
ここにいる全てのみなさんの思いが、僕たちに大きな力を与えてくれました。
陸上・水泳は自分との戦いだと思います。これまでどんな時も前向きに頑
張ってきた自分に自信を持ち、そして今まで支えてくださった保護者の方々、
指導者、先生方への気持ちを忘れずに、最後まで頑張ってください。中総体
本番は会場で応援することはできませんが、心からみなさんの活躍を願って
います。 令和元年６月１０日

生徒代表 上村莉玖

【速報】 大村市中学校総合体育大会 陸上競技・水泳競技・空手道競技
における上位入賞者を裏面に記載しています。ご一読ください。



第70回大村市中学校総合体育大会
陸上競技・水泳競技・空手道競技終了！たくさんの感動をありがとう！

令和元年６月１２日（水）梅雨の季節を感じさせないさわやかな風が吹く青空の下、大村市中学校総合体育大会陸上競技・水泳競技が
大村市陸上競技場・大村市屋内プールにおいて開催されました。

激励会における「日ごろの感謝の気持ちを込めて、自分にできる精一杯の力を出し切る！」という選手宣誓の言葉通り、選手一人一人
が自分の走りに、そして泳ぎに一生懸命に取り組んでいました。

選手一人一人がこれまでの頑張り、そしてこの大会での経験をよき糧として、これからの学校生活、そして自分の
人生に生かしてくれることを願っています。選手のみなさん、本当にお疲れ様でした！

尚、下記に、１位～３位までの上位入賞者を記載しています。ご覧ください。
また併せて、令和元年６月１１日（火）に開催された空手道競技の結果についても記載しておりますので、ご覧ください。

上位入賞者の結果発表！ 本当によく頑張りました！

今年も以前大村中学校の
養護教諭としてお勤めいた

だいた増田祥子先生から、
校長室前の廊下に、定期
的に「生け花」を飾っていた
だいております。四季折々
の草花の美しさは、生徒達
の心をきっと穏やかにしてく
れることでしょう。生徒達を
いつもご支援いただき誠に
ありがとうございます。生け花の提供に感謝！

大村中学校に芋畑出現！（2年総合的な学習）

令和元年6月11日（火）に、旧テニスコート跡地に新設された
芋畑に2年生全員でサツマイモの芋づるの植え込みを行いま
した。おいしいお芋の秋の収穫が今から楽しみですね！

男子共通 ２００ｍ 第２位 ３年 小川翔希 女子共通 ２００ｍ 第1位 ３年 音西咲那
男子共通 ４００ｍ 第１位 ３年 小川翔希 女子共通 １００ｍＨ 第２位 ３年 松尾 娃杜
男子共通 走高跳 第１位 ３年 田川和人 女子共通 １００ｍＨ 第３位 ３年 横溝咲良
男子共通 三段跳 第１位 ３年 中野康平 ３年 阪元向日葵
男子共通 三段跳 第２位 ２年 池田虎之助 ２年 渡海萌花
男子共通 三段跳 第３位 ２年 町田陽向 ３年 松尾 娃杜
男子共通 砲丸 第２位 ２年 徳永翔太 ３年 音西咲那

３年 中野康平 女子共通 走高跳 第２位 ２年 宗塚友里
３年 小川翔希 女子共通 走幅跳 第２位 ３年 阪元向日葵
３年 田川和人 女子共通 走幅跳 第３位 ２年 渡海萌花
２年 松添陽翔 女子３年 １００ｍ 第１位 ３年 音西咲那

男子２年 100ｍ 第３位 ２年 松添陽翔 女子２年 １００ｍ 第３位 ２年 渡海萌花
２年 町田陽向 女子２年 ８００ｍ 第２位 ２年 飯星風香
２年 松添陽翔 ２年 海江田美咲子
２年 野元周佑 ２年 渡海萌花
２年 辻　海翔 ２年 鹿山瑠唯
２年 池田虎之助 ２年 宗塚友里
２年 池田凌真 女子１年 ８００ｍ 第２位 １年 増丸奈央
２年 山口俊平 １年 廣田鈴音
２年 木原　陸 １年 澁谷莉央
１年 武藤　真 １年 上赤美羽
１年 梶原領太 １年 増丸奈央
１年 山陸晴斗 女子低学年 ８０ｍＨ 第１位 ２年 海江田美咲子
１年 藤本海王 女子低学年 ８０ｍＨ 第２位 １年 廣田鈴音

男子低学年 １００ｍＨ 第１位 ２年 木原　陸 女子低学年 ８０ｍＨ 第３位 １年 澁谷莉央

２年 町田陽向
１年 梶原領太
１年 武藤　真 女子共通 背泳ぎ200m 第3位 ３年 吉原凜花
２年 辻　海翔 女子共通 バタフライ１００ｍ 第3位 ３年 吉原凜花

男子共通 自由形５０ｍ 第１位 ３年 増丸　仁 男子共通 個人組手 第２位 ３年 荒木透人
男子共通 自由形１００ｍ 第１位 ３年 増丸　仁 女子共通 個人組手 第1位 ２年 田中美桜
男子共通 平泳ぎ１００ｍ 第３位 ２年 紀伊智暁
男子共通 個人メドレー200m 第2位 ２年 紀伊智暁

女子１年 ４×１００ｍＲ 第１位

水泳競技（男子）

水泳競技（女子）

空手競技（男子・女子）

第２位

女子共通 ４×１００ｍＲ 第１位

女子２年 ４×１００ｍＲ 第２位

男子低学年 ４×１００ｍＲ 第３位

陸上競技（女子）

男子２年 ４×１００ｍＲ 第３位

男子１年 ４×１００ｍＲ 第２位

陸上（男子）

男子共通 ４×１００ｍＲ 第３位

男子２年 ４×１００ｍＲ


