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                夏休みに流した汗と涙とバトンタッチ 

校長 安藤 比呂子 

 

 各部活動は、３年生が引退したところもあるが県大会の後の関東大会、全国大会出場の夢を残して

夏休みに入った。 

 一日でも長く３年生と一緒にできる部活、３年生は、悔いの残らないように今までの練習の成果を

存分に発揮することを目標として臨んだそれぞれの大会には、たくさんの感動があった。 

 体操部に始まり、新体操、女子バスケットボール部、男女卓球部、水泳部、女子剣道部、サッカー

部、男女ハンドボール部と埼玉県内の各会場で熱戦が繰り広げられた。最後まで、あきらめない姿勢、

今までの練習を信じて出し切っている姿、３年生の大活躍に感動をもらった。 

「夢を夢で終わらせるな」という横断幕が女子バスケットボール部にある。素敵な言葉だ。これは、部

活動だけではなく、人生にも言えることではないかと思う。 

そして、今の自分が夢中になっていることをやりきる。その競技に取り組むことができるのは、多

くの人の支えや応援があってこそ。いつも「おかげさま」という「感謝」を忘れてはいけない。 

  

 

 

男子のハンドボール部は、全国を目指していたが惜しくも２回戦で負けてしまった。 

保護者、地域の皆様にたくさんの応援をいただき、支えていただいたことに感謝申し上げます。 

市内の壮行会（８月３日）に剣道部が出席した。主将の岩井さんが奥ノ木市長や茂呂教育長の前で

「てっぺんを目指します」という目標を声に出した。有言実行の強い気持ちを持ち、日本武道館での

関東大会に臨んでいた。 

今年の甲子園球場を賑わし、埼玉県に初の深紅の優勝旗をもたらした花咲徳栄高校のナインも甲子

園へ駒を進めるもなかなか優勝することができなかった。しかし、今年のチームの勢いは違っていた。

一戦一戦勝ち続けるメンタルの強さと技術力が備わっていた。最後まであきらめない力、やりぬく力、

信じる力（やってきたこと、仲間を）が強かったのだと思う。彼らの学校生活は、どんな来校者に対しても

足を止めて大きな声で挨拶をする姿がある。そんな姿も日本一なのではないかと思う。 

文化部では、吹奏楽部が地区大会で金賞を取り、県大会出場。県大会前に水上自然教室があった。

平澤先生が水上自然教室に行っている間、西田先生と協力して練習していた。２隊に参加していた生

徒は、自然教室を一日で切り上げて県大会に臨んだ。県大会では惜しくも銅賞だったが、３年生を中

心としてひとつにまとまり素晴らしい演奏を奏でていた。これからは２年生１年生が３年生の思いを

引継ぎ、さらに向上心をもってがんばる姿を楽しみにしている。 

２学期も多くの行事をとおして、あきらめない力、やりぬく力、信じる力を一生懸命生活する中で身に

つけてほしい。そして３年生は自分の進路（目標）に向けて努力をし、自分の道を切り開いてほしい。

１，２年生は、３年生の後を引き継ぎさらに次の目標に向かって努力してくれることを願っている。      

保護者・地域の皆様、２学期もご支援・ご協力をお願いいたします。 

～花と緑と心ふれあう学び舎～ 

住所:川口市西立野 1000 

TEL:048-298-0088 FAX:048-298-0093 

平成２９年９月１日(金)発行 

水泳部男子４００ｍリレー、４００ｍメドレーリレー、１００ｍ・２００ｍ自由形、２００ｍ

背泳、女子剣道部団体３位、男子ハンドボール優勝という県大会の結果により関東大会出場 

TEL:048-298-0088


             ９月の予定 
日 曜 日程・行事 

1 金 始業式 避難訓練 選管① N検定 

2 土 PTA草刈り 

3 日   

4 月 給食開始 体育祭練習 

5 火 1日体育祭練習 

6 水 1日体育祭練習 

7 木 1日体育祭練習      

8 金 体育祭予行 

9 土 体育祭全校練習・集会 午後準備 弁当持参           

10 日 体育祭(※雨天金曜授業) 弁当持参  

11 月 (体育祭振替休業日) 

12 火 (体育祭振替休業日) 

13 水 体育祭片付 発育測定 専門委員会 県新人大会（水泳） 

14 木 新人戦代表者会議 県新人大会（水泳） 

15 金 体育祭予備日(※雨天金曜授業)弁当持参 選管② 

16 土     

17 日     

18 月 敬老の日 

19 火 ALT来校 

20 水 生徒朝会(壮行会) PTAあいさつ運動(1年) 

21 木 ふれあいデー 

22 金 体育祭予備日(※雨天金曜授業) 弁当持参 

23 土 秋分の日 

24 日     

25 月 市民体育祭(陸上) 

26 火 市民体育祭(陸上) 

27 水 市民体育祭(水泳) 

28 木 
市民体育祭(野球/サッカー/テニス/バスケ/バレー/卓球
/剣道) ３時間授業給食無し 

29 金 
市民体育祭(野球/サッカー/テニス/バスケ/バレー/卓球
/剣道) ３時間授業給食無し 

30 土 市民体育祭(野球・サッカー・テニス・卓球) 秋季将棋大会 

  

戸塚西中学校栄光の記録 
○川口市歯・口の健康啓発標語コンクール 
【特選】加藤匠 【入選】高橋一矢 
○埼玉県硬筆展覧会 
【推薦賞】渡辺遥香 
【優良賞】小西梨加 山田日向子 中島爽 髙野夏凜 
 塙侑奈 森愛花 北川かれん 
○川口市小中高校硬筆展覧会 
【優良賞】吉田涼 佐藤千香 横尾優季 栗原碧葉 
 金澤幸歩 高野泰輝 稲田汐里 片野桃夏  
 金子泰輔 伊藤優花 近藤芽生 美濃茜 近藤菜月 
 青柳愛理 下山佳南 熊谷勇人 豊田千紗 山上彩夏 
 美濃碧 篠崎音和 荒井梨理花 平野美羽 地村渚沙 
 熊谷遥菜 星野桃花 齋藤聖夜 
○女子バスケットボール部 
・第 63回クールカップ 【準優勝】 
 髙橋沙奈 山田七星 宍倉帆奈 新田つぐみ 
 近藤菜月 高木陽菜 桐山恵 青木美侑 川崎美羽 
 木村美月 味澤夏希 吉岡柚紀 加藤椿紗都  
 小川璃音 長﨑日和 阿部彩乃 
・〃 優秀選手賞 山田七星 
○吹奏楽部 
・吹奏楽コンクール南部地区Ｂ部門 【金賞】 
・ 〃          県大会Ｂ部門 【銅賞】 
 赤塚夏芽 石﨑こなつ 井上晴喜 大西結実  
 阪中里帆 佐藤菜摘 澤山結生 篠﨑音和  
 髙田凛々子 高橋諒花 瀧口璃音 田村優衣  
 鶴岡愛 中嶋千尋 箱﨑菜由 初鹿希帆 塙侑奈 
 増尾美咲 松戸南帆 森愛花 矢島るの  
 柳下弥羽 吉澤結生 李玲華 渡辺祐樹  
 小野澤ひより 栗原彩音 中島琴音 簔口芽生 
 和賀涼佳 
○野球部 
・文部科学大臣杯川口市予選 【優勝】 
 内野友樹 山下亮 高橋一矢 藤井鉄心 廣瀬孝介 
 若村陽 小谷堅仁 松原康介 高松慧 清水慶斗  
 星野颯斗 松本啓暉 相原悠希 荒木樹希也  
 齋藤優正 加藤龍樹 永井雄也 篠崎奏介 木原羽音 
 

戸塚西中学校栄光の記録(学総大会の結果) 

◎学校総合体育大会（陸上・水泳の市内大会結果） 
○陸上 
・女子奨励１００m[13"9] 【２位】塩﨑愛衣 
○水泳 
・男女総合 【２位】  
・男子総合 【１位】 
・男子４００ｍリレー 【１位：県大会出場】 
 栗原カーン 菅野涼馬 島田翼 今村俊太 
・男子２００ｍ１,２年リレー 【１位：県大会出場】 
 木村藍翔 武智信能介 佐藤慎弥 今村祐太 
・男子２００ｍ１,２年メドレーリレー 【２位：県大会出場】 
 木村藍翔 武智信能介 佐藤慎弥 今村祐太 
・男子１００ｍ自由形 【１位：県大会出場】栗原カーン 
・男子２００ｍ自由形 【１位：県大会出場】栗原カーン 
・男子４００ｍ自由形 【２位：県大会出場】島田翼 
・男子４００ｍ自由形 【３位：県大会出場】今村俊太 
・男子１５００ｍ自由形 【２位：県大会出場】島田翼 
・男子１５００ｍ自由形 【３位：県大会出場】木村藍翔 
・男子１００ｍ背泳ぎ 【１位：県大会出場】菅野涼馬 
・男子１００ｍ背泳ぎ 【３位：県大会出場】今村祐太 
・男子２００ｍ背泳ぎ 【２位：県大会出場・関東大会出場】 
 菅野涼馬 
・男子２００ｍバタフライ 【３位：県大会出場】木村藍翔 
・女子４００ｍメドレーリレー 【３位：県大会出場】 
 平野美羽 吉田涼 稲田汐里 太田涼帆 
・女子２００ｍ自由形 【２位：県大会出場】吉田涼 
・女子４００ｍ自由形 【３位：県大会出場】稲田汐里 

◎学校総合体育大会（埼玉県大会の結果） 
○新体操(団体) 【４位】 
 大村梨々香 熊谷遥菜 樋口菜々子 加藤羽乃 田原くるみ 
○剣道（団体）【３位：関東大会出場】 
 岩井里紗 白石琴音 石川瑚都 矢貫梨沙 福田詩織  
 祝部真子 吉永晴香 
○男子ハンドボール 【優勝：関東大会出場】 
 赤羽洸星 長岡倫之進 大島諒真 山口丈翔 若園瑛弘 
 西野来希 関根崚八 小澤輝士 渡部竜也 三本木善  
 鎌田大智 須藤瑞生 笠倉由開 佐山佳樹 牛込力  
 中村一葵 日野政人 奥田 将生 
○水泳 
・男子 400ｍメドレーリレー 【５位：関東大会出場】 
 栗原カーン 菅野涼馬 島田翼 今村俊太 
・男子 400ｍフリーリレー 【６位：関東大会出場】 
 栗原カーン 菅野涼馬 島田翼 今村俊太 
・男子 100ｍ自由形 【６位：関東大会出場】栗原カーン 
・男子 200ｍ自由形 【４位：関東大会出場】栗原カーン 
・男子 1500ｍ自由形 【７位：関東大会出場】 島田翼 

◎学校総合体育大会（関東大会の結果） 
○水泳 
・男子総合 【５位】 
 栗原カーン 菅野涼馬 島田翼 今村俊太 
・男子４００ｍフリーリレー 【5位】 
 栗原カーン 菅野涼馬 島田翼 今村俊太 
・男子４００ｍメドレーリレー 【6位】 
 栗原カーン 菅野涼馬 島田翼 今村俊太 
・男子２００ｍ自由形 【7位】 栗原 カーン 

 


