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去る９月２０日（土）は、本校第１８回体育大会を無事に終了することができました。当日はたくさんのご来

賓や保護者の方々にお越し頂き、誠にありがとうございました。 

堂々とした入場行進、力強い選手宣誓に始まり、全力で走り、誠実に競技する姿に、見ている観客に多く

の感動を与えてくれました。また、多くの感動の声をいただきました。閉会式でのリーダー達の涙に、３年生特

にリーダー達の苦悩が感じられ、前向きに努力することの大切さを、改めて感じさせられました。また、優勝し

たオレンジブロック、準優勝の青ブロックは、事前のチャイム席点検の取り組みでも、１位・２位のブロックでし

た。全ブロックの生徒達の頑張りで意義のある体育大会として終えることができました。たくさんの温かいご声

援ありがとうございました。 

３年生のみなさん、次は合唱コンクール、そして進路実現です。残り少ない中学校生活を有意義に過ごして

くれることを願っています。１・２年生のみなさんは、相楽地方の新人大会や生徒会本部役員改選など、本校

を背負っていく役割が期待されることになります。一人一人がその自覚を持って学校生活を過ごしてください。  

今後の主な行事予定 

１０月 ４日（土）相楽地方秋季新人大会 

    ５日（日）相楽地方秋季新人大会 

   １０日（金）１学期終業式 

   １４日（火）２学期始業式 

   １８日（土）山城地方駅伝大会 

きれいになりました 

 地域支援ボランティアの方達により、計画

的にグランドや正門・裏門の草刈り・草抜

き、清掃等をしていただきました。そのおか

げで、気持ちよい環境の中で体育大会を終

えることができました。ありがとうございまし

た。 

１０月２４日（金）文化発表会 

１１月 ４日（火）小中文化交流会、あいさつ運動 

     ８日（土）相楽ＰＴＡ研究大会 

★来年３月までの行事予定、最終下校等の予定は 

 ホームページをご覧下さい。（随時更新しております） 

http://www.idea.gr.jp/down/job_gif/saka02.gif


平成26年度 相楽地方中学校総合体育大会 結果 

    野球 団体 ２回戦敗退   

  サッカー 団体 準決勝敗退   

  バレーボール 団体 優勝   

 バスケットボール

男子 
団体 惜敗   

 バスケットボール

女子 
団体 準決勝敗退   

バドミントン男子 シングルス 優勝 難波克也 

  〃 準優勝 藤本琢弥 

  ダブルス 優勝 西山大智 湯淺健太 

  〃 準優勝 藤井陽向 前川佳範 

バドミントン女子 団体 惜敗   

 シングルス 準優勝 福永ひかり  

ソフトテニス男子 団体 惜敗   

ソフトテニス女子 団体 優勝   

  個人 優勝 江崎愛深 佐名愛依 

  〃 ３位 一色歩虹 古川穂乃佳 

  剣道男子 団体 優勝   

  個人 上級 ３位 城金良輔 

  〃 ３位 上栫祐人 

  個人 下級 優勝 牧内公英 

  〃 ３位 種田雄介 

  剣道女子 団体 優勝   

  個人 優勝 大西佐希子 

  〃 ３位 山本希咲 

  卓球男子 団体 優勝   

  個人 準優勝 八上 晃 

 〃 ３位  門司大雅 

  卓球女子 団体 ３位   

  陸上競技 男子共通２００ｍ ２位 角井一輝 

  男子３年１００ｍ ２位 平井雄真 

 男子共通４００ｍ 優勝 小澤亮太 

 男子共通４００ｍ ３位 江川雅人 

 男子共通１５００ｍ ２位 稲田 樹 

  
男子共通           

４×１００ｍＲ 
２位 

江川雅人  大山滉太  

平井雄真  角井一輝 

  女子２年１００ｍ ２位 福原夏実 

 女子共通２００ｍ ２位 三浦愛唯 

 女子共通８００ｍ 優勝 荒平詩織 

 女子共通走高跳 ２位 田中莉子 

 女子共通四種競技 優勝 上堀内優花 

  女子共通四種競技 ３位 川端野乃花 

  
女子低学年       

４×１００ｍＲ 
３位 

中山結衣  原田瑞葵  

川端野乃花  福原夏実 

 
女子共通           

４×１００ｍＲ 
３位 

上堀内優花  渡邉 薫 

櫻井さやか  三浦愛唯  

平成２６年度 山城地方中学校総合体育大会 結果 

 バレーボール 団体 惜敗   

ソフトテニス 女子 団体 ３位   

  個人 ３位 江崎愛深 佐名愛依 

バドミントン 男子 団体 惜敗  

 剣道 男子 団体 準優勝   

 剣道 女子 団体 ３位   

 陸上競技 男子３年１００ｍ ３位 平井雄真 

  男子共通４００ｍ ２位 小澤亮太 

  男子共通1500ｍ ４位 稲田  樹 

 男子共通3000ｍ ６位 難波辰也 

  
男子共通            

４×１００ｍＲ 
５位 

江川雅人 平井雄真  

大山滉太 角井一輝 

  女子共通２００ｍ ５位 三浦愛唯 

平成２６年度 京都府中学校総合体育大会結果 
ソフトテニス女子 個人 惜敗 江崎愛深 佐名愛依  

 剣道男子 団体 惜敗  

 陸上競技 男子４００ｍ １位 小澤亮太 

  男子３年１００ｍ ６位 平井雄真 

 男子共通3000ｍ ７位 難波辰也 

 男子共通1500ｍ 予選敗退 稲田  樹 

  
男子共通                    

４×１００ｍＲ 
予選敗退  

  女子２年１００ｍ 予選敗退 三浦愛唯 

 水泳競技 男子１００ｍ背泳 ２位 角井一輝 

 男子２００ｍ背泳 ３位 角井一輝 

 吹奏楽 府コンクール中学校の部Ａ 銀賞 

  府コンクール中学校の部Ｂ 銅賞 

 全てのクラブが頑張りました 

夏季各種大会・コンクールの結果 

平成２６年度 近畿地方中学校総合体育大会結果 

 陸上競技 男子４００ｍ 予選敗退 小澤亮太 

 水泳競技 男子１００ｍ背泳 予選敗退 角井一輝 

 男子２００ｍ背泳 
警報のため

競技中止 
角井一輝 

平成２６年度 全国中学校総合体育大会結果 

 陸上競技 男子４００ｍ 予選敗退 小澤亮太 

     平成２６年度相楽地方中学校秋季新人大会始まる！ 

 

☆９月２７日の陸上大会をかわきりに１０月４日（土）・５日（日）に行われます。大会会場は下記の通りです。 

  ご声援をお願いします。（大会の速報・結果等はホームページをご覧下さい） 

      ＊陸上新人大会は、男子総合優勝・女子総合優勝という開校以来初の快挙を成し遂げてくれました。 

 

  野球（木津第二中）、バレーボール（木津南中学校）、サッカー（泉川中学校)、ソフトテニス（精華西中学校） 

  バスケットボール（木津中央体育館）、卓球（泉川中学校）,バドミントン（精華西中学校）、剣道（精華中学校）  


