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 ６月１７日(金)～１８日(土)にかけて、学校総合体育大会の狭山市予選会が開催されました。新人

戦がコロナ禍で中止となり、3 年生にとっては実質最初で最後の公式戦となりました。その分、今大

会にかける思いはとても強かったと想像できます。大会に参加した生徒一人一人がそれぞれの思いを

胸に、躍動した 2 日間となりました。自然科学部は科学甲子園の県予選に出場し、美術部、家庭科部

は大作を制作中で、吹奏楽部は８月にコンクールで県大会まで進みました。文化部活動も集大成の時

期です。 

 部活動の在り方については、世の中で盛んに議論されていますが、中学生にとっては有意義な活動

であることに間違いはありません。以下に 3 年生の部長の言葉と学総市予選会の様子をスナップ写真

で紹介します。 

 

 
 

 

【野球部】     部長  

 僕たちは、県大会出場という目標を達成するために約 2 年半間厳しい練習を頑張ってきまし

た。しかし、準決勝で敗れ、3位という結果となってしまいました。県大会出場という目標がか

なわなくて悔しかったですが、それよりこの最高の仲間とたくさんプレーできてよかったです。

最後に 1，2年生、部活は思ったより時間はないので 1日 1日を大切にしていってください。み

んなとやれて本当に楽しかった。ありがとう。 

 

【陸上競技部】   部長  

 僕は、コロナウィルスの影響で大会を行えない時期があり。とても辛い思いをしました。し

かし、それを乗り越えたからこそ、目標を高く「県大会出場」を叶えることができました。部

長としては頼りない部分が多くあったと思いますが、部員のみんなが協力的に動いてくれたお

かげでとても助けられました。1，2年せいのみなさんは、これからも陸上部を楽しく盛り上げ

ていってください。 

 

【サッカー部】   部長  

 引退するまで、振り返ってみると色々なことがあったなと思い浮かびます。正直朝練が辛い

なと思うこともありましたが、試合をしている中で、大分、チームに助けられていたことに気

づきました。今までお世話になった顧問の菊池先生と岡部先生、先輩方、一緒にプレーしてく

れたみんなに感謝の気持ちでいっぱいです。サッカー部に入れて良かったと心の底から思える

ような最高の部活動となりました。 

 

【バレーボール部】 部長  

中学 1年生の 6月から中学 3年生の 6月までの 2年間、新型コロナウィルスの影響で、大会

の延期、中止、活動休止などたくさんの制限がありましたが、その中でも毎日元気よく部活を

して学んだことはたくさんあると思います。いつ部活ができるかわからない、その状況で一日

一日の練習を大切にする、時間の大切さを学びました。時にはけんかをしたこともあったり、

土日の練習から逃げたくなる日もあったりしたけど、そんな時、お互いに支えあってここまで

くることが出来ました。今までたくさんの先生方に迷惑をかけてきましたが、その中でも私た

ちを信じて指導を続けてくださった岡安先生、田中先生、大島コーチには感謝しかないです。
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そして、入部してから 2 年間、一人も欠けることなく元気で明るくて面白いバレー部をつくっ

て引退することが出来て本当に幸せです。これからはその明るさを生かして、学校内で活躍を

し、卒業するまで、良い事で目立つ、そんなバレー部になります。 

 

【剣道部】     部長  

 自分は、中学の部活を心置きなく引退できました。中学最後の大会も楽しめたのでよかった

です。高校では新しい部活を始めるつもりですが、それも思い切り楽しみたいです。最後に楠

先生、岡安先生、三年間ありがとうございました。高校でも頑張ります。 

 

【男子卓球部】   部長  

 学総での優勝、県大への出場という目標を仲間たちと共に達成できたことがとてもうれしい

です。男子卓球部は、県大会へ出場しても 1回戦を突破することがなかなかできずにいたので、

自分たちの代で 1回戦を突破できたのは、3年生が少ないこのチームを支えてくれた 2年生、1

年生の後輩の力があってのことなので後輩にはとても感謝しています。３年間、部活動ができ

ない時期もありましたが、悔いを残さず終えられてよかったです。 

 

【女子卓球部】   部長  

 私たち 3 年は、入部当初、思うように部活が始まらず、そして他校との練習や大会の中止。

やっとできた試合でも声を出しての応援や、家族の観戦などはできませんでした。ですが、今

回の学総では、近くで支えてくださり、ここまで私たちを成長させてくれた先生、コーチ、家

族、全員に精一杯の感謝と成長した姿を見せることができました。1,2 年生のみんなには、も

ちろん私たちが果たすことができなかった関東大会の切符を掴んで欲しいと思っています。こ

れから先、悔いの残らない試合にできるよう頑張ってください。応援しています。 

 

【男子バスケットボール部】 部長  

 まず最初に、約 3 年間の部活動お疲れ様でした。とても長かったようで、短かったようにも

思えます。試合数もとても少なく、公式戦は、学総の 1 度だけでしたが、見事、県大会に出場

することができました。これは、みんなの力だと思います。そして、県大でも 3 回戦まで勝ち

進み、ベスト 16という結果を残せました。ここで終わってしまったのは悔しかったけれど、み

んなと過ごした時間はとても楽しかったです。ありがとうございました。部活動は終わってし

まうけれど、みんなと築き上げてきた絆は変わらないと思います。この部活動で学んだこと、

創ったものを普段の生活にも活かしたいと思います。今までありがとうございました。 

1,2 年生へ 今まで先輩についてきてくれてありがとうございました。みんなとバスケがで

きた時間は短かったけれど、とても楽しかったです。次は君たちの番です。しっかりチームを

まとめて、みんなと強くしていってください。ありがとうございました。 

 

【女子バスケットボール部】 部長  

 この３年間で私はたくさんのことを学べたと思います。礼儀や挨拶、言葉遣いや公共の場で

のマナーなどいろんなことを学んで、たくさん怒られながら、自分たちは成長できました。学

総では、惜しくも県大会には出場できませんでしたが、地区大会に出場し、最後まで全力で戦

うことができ、改めて、チームで戦うことの良さを知ることができました。2年生、1年生のお

かげで楽しく、笑顔で終わることができました。本当にありがとうございました。 

 

【男子ソフトテニス部】   部長  

 素晴らしいメンバーに恵まれた部活動でした。コロナの影響で大会が中止され、悔しい思い

をすることもありましたが、みんなで励まし合いながら行う活動はとても濃いもので、忘れら

れない思い出となりました。 

 

 



【女子ソフトテニス部】   部長  

 この 2 年間、多くの大会が中止となり、思うように部活ができない時期もありました。しか

し、限られた中でもできることを見つけ、一つ一つの練習にしっかり取り組むことができまし

た。私はみんなをまとめたり、上手に指示を出したりすることがあまり得意ではなかったので

最初は上手くできませんでした。大変な思いをすることもたくさんありましたが、仲間に支え

られながら乗り越えることができました。部長を通して経験し、学んだことを、これからの生

活に生かしていきたいと思います。女テニはとっても明るくて、顧問の先生と仲が良く、一人

一人の個性で溢れている部活です。試合で盛り上がったり、暑すぎてみんなで木陰で休んだり、

時には電車に負けないくらい大きな声で笑ったり、思い返すと、楽しかった思い出でいっぱい

になります。3 年生は引退してしまいますが、これからも最高の女テニでいてください。みん

なと一緒に部活ができて、とても幸せでした。今までありがとうございました。 

 

【吹奏楽部】        部長  

 この 3年間、一緒に活動してくれた 9人のメンバー、嶋田先生、中尾先生、ほんとうにあり

がとうございました！ 最後のコンクールで金賞という結果で県大会へ行けた事、本当に嬉し

かったです。県大会では銅賞という結果でしたが、この 2、3年生で演奏ができたから、この結

果を残すことができました。1年生も楽器運び等、とても感謝しています。最後に、１，2年生

のみんな、そして顧問の先生方、本当にありがとうございました。とても楽しい 3 年間の部活

動を送ることができました。 

 

【家庭科部】  ＊部長が２年生のため今回は割愛しています。       

 

 

【美術部】         部長  

 約 2 年間、美術部として活動して、美術に関するたくさんの知識や協力することの大切さを

学ぶことが出来ました。全校で協力し完成させた壁画からは、大きな達成感を得ることが出来

ました。この美術部で学んだことを、これからも生かしていきたいです。  

 

【自然科学部】       部長  

 私は、部活を振り返ってみると、とても楽しい部活だったと思います。部員どうしの仲が良

く、個人やチームで自分たちのやりたい実験や研究を進めることができる部でした。このメン

バーで部活をすることができて良かったです。3年間ありがとうございました。 

 

 



令和 4年度年度学校総合体育大会狭山市予選会結果 
競技 種目 結果 

陸上 男子 3000M 

女子 1年 100M 

女子 100Mハードル 

 

 

男子１年生 100M 

第 2位 和田泰地さん(県大) 

第 2位 ウチェフナ・ヴァナ・チオマさん 

第 1位  ウチェフナ・ヴァナ・チオマさん 

(2種目とも県大＊100Mで関東大会８

位入賞) 

第２位 松岡 翼さん(県大会へ) 

サッカー 第３位 

バレーボール（女子） ベスト４ 

卓球(女子) 女子団体 ＊県大会へ 

シングルス＊県大会へ 

シングルス 

シングルス＊県大会へ 

ダブルス ＊県大会へ 

ダブルス ＊県大会へ 

ダブルス  

優勝 (県大会ベスト１６) 

第 2位 鳴海優花さん(県大会惜敗) 

第 3位 寺澤 翠さん 
代表決定戦 新井皐笑さん(県大会惜敗) 

優勝  河村珠奈さん横山結菜さん 
(県大会惜敗) 

準優勝 柏井那歩さん泉川はるさん 

         (県大会惜敗) 

第３位 齊藤あかりさん小針初音さん 

卓球(男子) 男子団体 ＊県大会へ 

シングルス＊県大会へ 

優勝 (県大会１勝、２回戦惜敗) 

第２位 松川来翔さん(県大会 

第３位 根津祐太さん 

剣道 男子団体  

男子個人 ＊県大会へ 

女子団体 ＊県大会へ 

女子個人 ＊県大会へ 

       ＊県大会へ 

第３位 

第３位 北川尚虎(県大会不戦敗) 

優勝   (県大会 惜敗) 

優勝  山川祐奈さん(県大会惜敗) 

第３位 内山愛理さん(県大会惜敗)    

野球 第３位 

ソフトテニス(男子) 団体準優勝、個人 2組県大 
第２位小松春翔さん宮岡和暉さん組、第３位吉田友正さん仲川侑吏さん組 

県大会１勝            県大会１回戦惜敗 

ソフトテニス(女子) 団体惜敗、個人戦ベスト 8 

佐久間理央さん・浅見柚綺さん組 

男子バスケットボール 優勝(県大会ベスト１６) 

女子バスケットボール 準優勝(地区代表戦惜敗) 

水泳 男子 50M 自由形 

男子 200M背泳ぎ 

男子 100M平泳ぎ 

男子 400M個人メドレー 

女子 100M自由形 

女子  50M自由形 

第２位 三上洸太さん 

優勝  三上洸太さん 

優勝  大仲陽斗さん 

第３位 和島叶真さん 

第２位 光野結衣さん 

第５位 光野結衣さん 

硬式テニス 男子シングルス ＊県大会へ 

男子シングルス ＊県大会へ 

地区予選第２位中島辰喜さん
(県大会惜敗) 

地区予選第５位室園和真さん 
(県大会惜敗) 



令和４年度学校総合体育大会狭山市予選会より 

   

   

 
  

   

   

   



   

 
  

   

 
  

   

   

 


