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９月日々充実そして生徒大活躍 

校長 安藤 比呂子 

 多くのご来賓・保護者の皆様に見守られ素晴らしい天候の下、９月

１０日に無事第２２回戸塚西中学校の体育祭が終了しました。２学期

の始業式が始まったと思ったら、みんなの顔は、体育祭一色になって

いました。 

 本校はクラス対抗なので、それぞれのクラスのカラーが出ていまし

た。応援ボードも期間の無い中、アイディアを生かし素晴らしいボードになっていました。学年種目

では、１年生は「因幡の白ウサギ」、２年生は、二人三脚、三人五脚、ムカデと変化する中での競技、

３年生は、「波乗りジョニー」ブルーシートをうまく使っての競技に盛り上がり、そしてクラス全員

リレーに盛り上がりました。生徒たちの一生懸命に競技する姿にたくさんの応援をいただきましてあ

りがとうございました。 

９月２５日から市民体育祭が始まっています。３年生が引退して１，２年生の新チームになり初め

ての公式戦です。３年生のがんばってきた姿を追いかけて日々練習に取り組んできた新チームですが、

素晴らしい結果を残しています。その途中経過をお知らせします。 

 陸上競技にでは、３０００ｍ法橋君と８００ｍ森君、市川君が県

大会出場、水泳競技では、男子総合優勝、女子総合４位、男女総合

優勝に輝きました。男子総合優勝は、昭和５９年以来初めてのこと

です。ぜひ誇りを持って、冬のトレーニングに臨んでほしいです。 

 卓球部男子団体準優勝、女子団体３位、個人戦男子ダブルス２位

上原・打田組、シングルス１位及川君、３位上田君、女子ダブルス

２位中村・小池組、３位浜本・岡安組、５位下山・齋藤組すべて県大

会出場です。生徒たちの一生懸命な姿を見ていると本当に｢強さは美

しい｣。そして、あきらめない姿に感動をたくさんもらいました。ま

た、生徒たちのがんばっている姿を多くの保護者の方に見守っていた

だき応援していただいていることに大変感謝しております。 

 そして、文化部もがんばっています。市内将棋大会、１年砂

村君優勝、小中学校児童生徒科学展において、「川口市立戸塚

西中学校 校内生き物図鑑 副題－生き物の実験・観察－」と

いう作品で科学部が最優秀賞に輝きました。北足立南部の地区

展に出展します。昨年に引き続き、２年目になります。さらに

磨きをかけて研究成果を発表してくれることを願っています。 

 JOCジュニアオリンピックカップ関東地区予選（選抜ハンドボール大会）１２月全国大会へ 

男子優勝：中村君、笠倉君、赤羽君、大島君、西野君、渡部君、女子準優勝：持田さん、酒井さん、馬場さん 

いじめサミットにおける戸塚地区ブロックのスローガン「皆が笑顔でつながる戸塚西中学校」 

～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１０月３日(火)発行 

TEL:048-298-0088


戸塚西中学校 １０月の予定 
日 曜 日程・行事 

1 日 ハンドボールＪＯＣ関東大会(山梨) 

2 月   

3 火 
学年内授業４時間  

新人兼市民(野球/サッカー/テニス/バスケ/バレー) 

4 水 
火曜時間割 

新人兼市民(野球/サッカー/バスケ/バレー)  

5 木 新人兼市民(ハンド/体操) 

6 金 新人兼市民(ハンド/体操) 第 3回選管     

7 土     

8 日     

9 月 体育の日 

10 火 テスト前部活動中止(～16日)  衣替え完全実施 

11 水 駅伝試走予定 

12 木   

13 金 ３年実力テスト 

14 土      

15 日     

16 月   

17 火 中間テスト 特支スポーツ交流会(9:00～15:00) 

18 水 専門委員会 金曜時間割 

19 木 生徒朝会 

20 金 校内長距離走大会(雨天水曜授業) 弁当持参 

21 土     

22 日     

23 月 
 

24 火 市内駅伝大会 生徒会選挙リハーサル 

25 水 ①②⑤⑥授業 生徒会役員選挙(⑤⑥限) 

26 木 南部校長会テスト(３年)  

27 金     

28 土 新人兼県民体育大会(体操) 

29 日 新人兼県民体育大会(体操) 

30 月 特別時間割５時間 新人兼県民体育大会(卓球)   

31 火 新人兼県民体育大会(卓球)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 22回体育祭（9月 10日） 
 今年度も熱戦が繰り広げられた体育祭でした。

戸西生のパワーとエネルギーがぶつかり合い、素

晴らしい体育祭となりました。各競技の表彰結果

は以下のとおりです。 

☆★☆総合成績☆★☆ 

 優勝   １年６組 ２年４組 ３年６組 

 準優勝  １年２組 ２年３組 ３年１組 

 ３位   １年１組 ２年１組 ３年４組 

☆★☆敢闘賞☆★☆ 

 特別支援クラス 

☆★☆全員リレー☆★☆ 

 優勝   １年７組 ２年４組 ３年６組 

 準優勝  １年５組 ２年３組 ３年２組 

 ３位   １年３組 ２年１組 ３年３組 

☆★☆綱引き☆★☆ 

 優勝   １年２組 ２年３組 ３年４組 

 準優勝  １年３組 ２年８組 ３年６組 

 ３位   １年６組 ２年６組 ３年２組 

☆★☆大縄とび☆★☆ 

 優勝   １年２組 ２年６組 ３年２組 

 準優勝  １年１組 ２年４組 ３年１組・６組 

 ３位   １年８組 ２年８組  

☆★☆学年種目☆★☆ 

 優勝   １年８組 ２年４組 ３年６組 

 準優勝  １年４組 ２年３組 ３年８組 

 ３位   １年６組 ２年２組 ３年３組 

☆★☆応援ボード☆★ 

 校長賞       ３年７組 

 後援会長賞     ２年６組 

 ＰＴＡ会長賞    １年２組 

 応援ボード特別賞  特別支援学級 

☆★☆行進賞☆★☆ 

 １年４組 ２年３組 ３年４組 特別支援学級 

 
◎女子バレーボール 
・第２回川口かやき杯 【３位】 
 小澤彩乃 中山碧 石神彩桜 豊田千紗 前田夏彩  
 千坂咲椰 西尾空 長沼磨季 吉野有咲 矢吹桜 菊地礼乃 
◎第 46回川口市生徒発明創意工夫展 
【佳作】 (3年) 宿岩芽梨香 (2年) 井部響介 稲垣育 
【入選】 (1年) 勝岡咲彩 根岸香帆 
◎イべアカップ 2017 インデンマーク（サッカークラブチーム） 
【チャンピオン】 (2年) 森碧大 
◎第１５回日本一短い交通安全手紙コンクール(中学生の部) 
【銀賞】 (2年) 上原萌奈 

◎新人大会 兼 市民体育祭 
○陸上 
・男子８００ｍ  【２位：県大会出場】 森碧大    
・  〃     【３位：県大会出場】 市川太陽 
・男子３０００ｍ 【２位：県大会出場】 法橋耀大 
・奨励男子１５００ｍ      【３位】 松本直輝 

  
○水泳 
・男子自由形   200ｍ【１位】木村藍翔 
・〃 背泳ぎ   100ｍ【１位】今村祐太 
・   〃    200ｍ【１位】菅野涼馬 
・男子バタフライ 200ｍ【２位】佐藤慎弥 
・男子個人メドレー200ｍ【２位】今村俊太 
・   〃    400ｍ【１位】武智信能介 
・男子フリーリレー200ｍ【２位】 
  今村祐太 今村俊太 菅野涼馬 木村藍翔 
・男子メドレー  400ｍ【２位】 
  今村祐太 今村俊太 菅野涼馬 木村藍翔 
・女子背泳ぎ   100ｍ【３位】吉田凉 
・女子平泳ぎ   200ｍ【１位】稲田汐里 
・女子個人メドレー400ｍ【２位】太田涼帆 
・女子メドレー  400ｍ【２位】 
  吉田凉 稲田汐里 太田涼帆 原田亜由香 
・学校対抗男女総合【１位】  ・〃男子【１位】 
※他の運動部の結果については次号でお知らせします。 

戸塚西中学校 栄光の記録 



 


