浅羽学園袋井市立浅羽中学校だより

― 気迫 友愛 責任 ―
「こころざしをもち、共により
よく生き抜くたくましい子」の育成

令和３年 10 月１日発行

新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応もあり、８月末から部活動をしばらく中止としてい
ました。定期テスト終了後から、各部で感染症対策をしながら活動を再開しました。
１０月には、新人戦等が予定されている部も多くあります。どの部活動も、限られた練習時間
の中で、個人やチームの力の向上を目指し頑張っています。

今後の部活動も、可能な限り感染症対策を行った上で活動を行っていきます。まだまだ、感染
症が心配されますので、不安や心配事があれば各部の顧問に相談してください。

＜袋井市学校教育活動ガイドラインより＞
・部活動開始前に健康管理のチェックを行います。
・できる限り生徒同士及び顧問と生徒による近距離での会話や発声を避けます。
・タオルや水筒などの貸し借りをさせません。
・飲食の際は、対面にならず１ｍ以上距離をとり会話をさせません。
・共有部分及び共有物の消毒は、原則として活動中に１回以上行います。
・こまめに手洗いやうがい、手指消毒を行います。
・呼気が激しくなる場合のみマスクを外しても良いとします。
・対外試合等への参加は、本人及び保護者の同意を得たうえで参加します。
（同意書の提出）
・原則として練習試合の対戦相手は、磐周地区内にとどめます。
・種目の特性をふまえ、感染予防が十分行えない場合は対外試合等を控えます。
・対外試合等の時間、施設や器具の利用方法等、感染予防に配慮します。
・活動前後の手洗いを徹底し活動中は大きな声での会話や応援等は行いません。

紹介ができていなかった、夏休みに行われた大会の結果を記載しました。
地区大会を勝ち抜き、上位大会でも浅中生が活躍しました。

《磐周大会の結果》
【陸

上】

第２位
中嶋 團 第６位
男子共通３０００ｍ 寺田 雄大 第６位 宮城 太一 第７位
男子共通８００ｍ 久保田凌矢 第２位 鈴木 要太 第４位
女子１年８００ｍ 渥美 莉那 第４位
男子共通１１０ｍＨ 大場 成惟 第１位
女子共通１００ｍＨ 酒井明日香 第２位
女子１年１００ｍ 戸塚 結 第６位
男子２年１００ｍ 神谷 昊 第１位
女子２年１００ｍ 日野原美波 第２位
男子３年１００ｍ 鈴木 夏輝 第６位
榑松 隆騎 第７位
女子３年１００ｍ 酒井明日香 第２位
男子共通４００ｍ 木村 昊士 第２位
大場 成惟 第４位
男子１年１５００ｍ 田邉 慶次 第８位
男子共通１５００ｍ 久保田 凌矢 第２位
平井 伶龍 第６位
女子共通４×１００ｍＲ 酒井・稗田・岩部・日野原 第７位
男子共通４×１００ｍＲ 大場・神谷・榑松・山﨑 第２位
男子低学年４×１００ｍＲ 中澤・影山・永田・鈴木 第８位
女子低学年４×１００ｍＲ 石原・古閑・渡瀬・戸塚 第３位
男子共通走幅跳 榑松 隆騎 第４位
女子共通走幅跳 稗田ちはる 第２位
男子共通砲丸投 鈴木 夏輝 第３位
女子共通走高跳 山田 真緒 第５位
男子共通走高跳 中嶋 團 第６位
木村 昊士 第８位
《男子》総合の部 優 勝 トラックの部 優 勝 フィールドの部 第４位
《女子》総合の部 第４位 トラックの部 第３位
男子共通２００ｍ

神谷

昊

《西部大会の結果》
【陸

上】

第５位 県大会出場
男子共通１１０ｍＨ 大場 成惟 第３位 県大会出場
男子共通８００ｍ 久保田凌矢 第６位 県大会出場
男子共通四種競技

木村

昊士

《西部大会の結果》
【陸

上】

第１１位 県大会出場
男子２年１００ｍ 神谷 昊 第４位 県大会出場
男子共通１５００ｍ

久保田凌矢

男子共通４×１００ｍＲ

大場・木村・中嶋・神谷・山﨑・榑松

第８位 県大会出場

第８位 県大会出場
女子共通１００ｍＨ 酒井明日香 第１０位 県大会出場
女子１年８００ｍ 渥美 莉那 第１２位 県大会出場
【水 泳】
女子 50m 自由形 村松 來夏 第７位 県大会出場
女子 200m 自由形 栗田 埜暖 第８位
女子 400m 自由形 栗田 埜暖 第７位
女子 100m 背泳ぎ 山田侑希采 第１位 県大会出場
女子 200m 背泳ぎ 山田侑希采 第２位 県大会出場
女子 400m リレー 栗田・山田・明石・村松 第８位 県大会出場
女子 400m メドレーリレー 栗田・山田・明石・村松 第７位 県大会出場
男子 200m 背泳ぎ 神谷 周平 第 12 位 県大会出場
男子 200m 個人メドレー 河野 泰来 第４位 県大会出場
男子 400m 個人メドレー 河野 泰来 第３位 県大会出場
女子共通走幅跳

稗田

ちはる

《静岡県大会・東海大会の結果》
【男子卓球】
個人戦

杉本

樹

県大会

第９位 東海大会出場

【剣

道】
団体戦 県大会 第３位 東海大会出場
東海ベスト８
個人戦 前嶋佑二郎 県大会 第３位 東海大会出場
【陸 上】
男子２年１００ｍ 神谷 昊 第６位 東海大会出場
男子共通４種競技 木村 昊士 第６位
【水 泳】
女子 100m 背泳ぎ 山田侑希采 第２位 東海大会出場
東海大会
女子 200m 背泳ぎ 山田侑希采 第５位
男子 200m 個人メドレー 河野 泰来 第２位 東海大会出場
男子 400m 個人メドレー 河野 泰来 第５位

第５位

９月２８日(火)
現在、世界中で猛威を新型コロナウイルス。その３つの感染症
「病気」「不安」「差別」を無くすために、生徒会企画として
『シトラスリボン運動』を行いました。
シトラスリボン運動（プロジェクト）とは、コロナ禍で生まれた差別、偏見を耳にした愛媛
の有志がつくったプロジェクトのことです。愛媛特産の柑橘にちなみ、シトラス色のリボンや
専用ロゴを身につけて、「ただいま」「おかえり」の気持ちを表す活動です。

新校舎の鉄骨建方が進んでいます。
３階まで作業が進み、あと１区画程度
ですべての鉄骨が建てられていきます。
体育館との渡り廊下部分も新しい鉄骨
が組まれました。

ホームページをリニューアルしました。
学校だよりや月予定表などをダウンロード
できるようにしました。
学校ブログでは、生徒の活動のようすや
教育活動についての記事をアップしていき
ます。また、浅羽学園を構成する園校の
リンクもあります。ぜひご覧ください。
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