
【部活動委員会のメンバー】 

【多くの優勝カップと賞状】 

🔶 元気なあいさつ 明るい歌声 笑顔あふれる中央中学校                    

     中央中だより 
３Work （Team・Net・Foot）を大切に中央中の子供たちのために 

6月 16日（木）部活動委員会主催による、学校総合体育大会に向けた 

壮行会がリモートで行われました。各部の部長は、17・18日に開催する 

学総大会に向けて意気込みや今までの想いを熱く語りました。部長の掛け 

声とともに 3年生部員の大きな声が体育館に響きました。最後に部活動委 

員長の○○○○くんが力強い言葉で会を締めてくれました。壮行会終了後、 

3年生は大きな円をつくり、全員で気合いを入れました。3年生の団結力 

が伝わってくる光景でした。文化部の生徒の気持ちにも感謝ですね… 

 今回の学総大会は、3年生にとっては最初で最後の公式戦となります。 

コロナ禍により新人体育大会をはじめ多くの大会が中止となり、練習時間 

も大きく制限されました。そんな状況でも、生徒達は目標を見失わずに内 

容の濃い練習ができたのではないかと思います。各会場、呼吸をするのも 

忘れるくらいの熱戦が繰り広げられました。勝つか負けるか紙一重の接戦 

を制した部活が多かったと思います。「勝負は時の運」とも言います。必ず 

しも強いチーム（者）が勝つとは限りません。大切なことは、部活動を通し 

て学んだことを、これからの学校生活に活かすことです。3年間一緒に活動 

してきた仲間と顧問の先生にも感謝の気持ちを忘れずに… 

 

 

令和 ４年 ７月 4日 第 6号 

校 長   中 村 洋 一 郎 

中央中さわやか相談室  ３階 

相 談 室  ☎ 2959-9591 

《中央中生の活躍１》 

令和４年度 学校総合体育大会狭山市予選会結果 

〇サッカー部  優勝（県大会） 

〇男子テニス部 団体戦 優勝（県大会） 

 個人戦 第 3位 ○○○○・○○○○（県大会） 

〇女子テニス部 団体戦 優勝（県大会） 

 個人戦 第 1位 ○○○○・○○○○（県大会） 

     第 2位  ○○○○・○○○○（県大会） 

     第 3位  ○○○○・○○○○ 

〇野球部  準優勝 

〇陸上部 男子総合 3位 

 男子 400ｍ 第 1位 ○○○○（県大会） 

 男子砲丸投  第 2位 ○○○○（県大会） 

 男子走幅跳  第 1位 ○○○○（県大会） 

 女子走幅跳 第 1位 ○○○○（県大会） 

 女子 100m 第 2位 ○○○○（県大会） 

〇女子バレー部 優勝（県大会） 

〇剣道部 男子団体 優勝（県大会） 

 男子個人戦 第 1位 ○○○○（県大会） 

       第 3位 ○○○○（県大会） 

◇ルールやマナーを守ることにおいても市内 No1 

を目指しました！達成できたと思います。 

〇バドミントン部 団体戦 優勝（地区大会） 

《女子個人戦シングルス》 

 第 1位 ○○○○（地区大会） 

 第 2位 ○○○○（地区大会） 

 第 3位 ○○○○（地区大会） 

 第 4位 ○○○○（地区大会） 

《女子個人戦ダブルス》 

 第 1位 ○○○○・○○○○（地区大会） 

 第 2位 ○○○○・○○○○（地区大会） 

 第 3位 ○○○○・○○○○（地区大会） 

 第 4位 ○○○○・○○○○（地区大会） 

＊バドミントン部は、6月 25日（土）開催した 

地区代表決定戦で団体戦優勝しました（県大会） 

個人戦ダブルスで○○・○○組が第 3位入賞し

県大会出場を決めました！ 

〇男子卓球部 団体戦 第 3位 

 個人戦ダブルス  

第 1位 ○○○○・○○○○（県大会） 

 第 2位 ○○○○・○○○○（県大会） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《中央中生の活躍 2》 

令和４年度 狭山地区硬筆展審査会結果 

《1年生の部》        《2年生の部》         《3年生の部》 

特選 ○○ ○○さん（1-2） 特選 ○○ ○○さん（2-4） 特選 ○○ ○○さん（3-4） 

特選 ○○ ○○さん（1-2） 金賞 ○○ ○○さん（2-4） 特選 ○○ ○○さん（3-4） 

特選 ○○ ○○さん（1-3） 銀賞 ○○ ○○くん（2-2） 金賞 ○○ ○○くん（3-1） 

金賞 ○○ ○○さん（1-2） 銀賞 ○○ ○○さん（2-2） 銀賞 ○○ ○○さん（3-1） 

金賞 ○○ ○○さん（1-3） 銀賞 ○○ ○○くん（2-3） 銀賞 ○○ ○○さん（3-1） 

金賞 ○○ ○○さん（1-4） 銀賞 ○○ ○○くん（2-3） 銀賞 ○○ ○○さん（3-2） 

銀賞 ○○ ○○さん（1-2） 銀賞 ○○ ○○さん（2-3） 銀賞 ○○ ○○さん（3-2） 

銀賞 ○○ ○○さん（1-4） 銀賞 ○○ ○○さん（2-4） 銀賞 ○○ ○○さん（3-3） 

※特選の生徒は、埼玉県硬筆中央展覧会に出品されました！その結果が下記となります。 

 

令和 4年度 埼玉県硬筆中央展覧会結果 

さいたま市教育委員会教育長賞  3年 4組  ○○ ○○さん 

埼玉県書写書道教育連盟賞      3年 4組  ○○ ○○さん 

推薦賞                 2年 4組  ○○ ○○さん 

特選賞   1年 2組  ○○ ○○さん 1年 2組  ○○ ○○さん 

     １年 3組  ○○ ○○さん 

◇硬筆中央展覧会において、とても栄誉ある賞をいただきました。素晴らしい～！ 

6 月 27 日（月）気象台から関東甲信地方の梅雨明けが発表されました。平年より早い梅雨明けで、

梅雨の期間は史上最短を更新したそうです。まだ6月というのに「暑い」の一言に尽きます。夏場は熱中

症を予防することが大切です。厚生労働省や文部科学省からマスク着用の考え方が示されました。本校HP

にも『マスクの着脱、メリハリつけて！』という埼玉県のリーフレットを掲載しました。教室にも掲示し、

生徒にも説明しています。 ☆マスクを外すことを強制するものではありません… 

(1) 登下校は、人との距離を十分にとり、会話を控えて、マスクを外す。 

 ＊屋外では距離が確保できる、距離は確保できないが、会話をほとんど行わなければ、マスクは不要 

(2) 体育の授業や運動部活動など、運動中はマスクを外す。 

 ＊更衣の場面や集合時には会話を控えるなどの場面に応じた行動をする。 

(3) 教室で行う授業は、基本マスクを着用する。 

 ＊屋内は、距離が確保できる＆会話なしであればマスク不要 

(4) 給食時は今まで通り、黙食を徹底する。 

《県大会の日程》中央中全員が応援しています！ 

◇サッカー部…7月 16・22・23・24日 ＊会場は未定 

◇男子テニス部…７月 24日（個人）25日（団体）彩の国くまがやドーム 

◇女子テニス部…7月 23日（個人）26日（団体）彩の国くまがやドーム 

◇陸上部…7月 23・24日        熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 

◇バド部…7月 15日（団体）23日（個人） 彩の国くまがやドーム 

◇バレー部…7月 23日           本庄シルクドーム 

◇剣道部…７月 17日（団体）30日（個人） 県立武道館 

◇男子卓球部…7月 25日（個人）       所沢市民体育館 



《学総大会スナップ》みんなよく頑張った！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


