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今年度から上伊那大会と南信大会が一本化され、6月の中旬から下旬にかけて土日を使って大会が行われ

ました。東部中 3 年生を中心に、随所で素晴らしい姿が見られました。保護者の皆さまには、保護者ボラ

ンティアとして大会を支えていただいたり、参観制限にご協力いただいたり、子どもたちの体調管理や会場

までの送迎等、多くの面で応援いただきましたこと大変感謝しております。ありがとうございました。 

 

＜大会結果＞ 

＊軟式野球＊ 南信予選 １勝２敗 惜しくも南信大会本戦出場ならず 

＊男子バスケットボール＊  

決勝トーナメント 東部 〇 ５２－３２ ▲ 岡谷南部  

        東部 〇 ６５－５１ ▲ 茅野東部  

 準決勝 東部 ▲ ５１－６１ 〇 諏訪   

        ３位決定戦 東部 〇 ６０－４５ ▲ 岡谷東部 

        ３位で県大会へ 

＊女子バスケットボール＊  

決勝トーナメント 東部 〇 ６８－２６ ▲ 諏訪南   

東部 〇 ６９－３２ ▲ 松川    

 準決勝 東部 〇 ４９－４２ ▲ 鼎 

        決勝  東部 〇 ６５－５９ ▲ 箕輪  

 優勝で県大会へ 

＊男子バレーボール＊  

決勝トーナメント  東部 ▲ ０－２ 〇 下諏訪 善戦するも敗退 

＊女子バレーボール＊ 決勝トーナメント  東部 ▲ ０－２ 〇 諏訪西 惜しくも敗退 

＊サッカー＊  東部 〇 ６－０ ▲ 茅野北    東部 〇 ５－０ 阿南第一 

       東部 〇 ３－０ ▲ 岡谷西   東部 〇 ７－０ ▲ 宮田  

       東部 ▲ ０－２ 〇 赤穂   東部 〇 ２－０ ▲ 旭ヶ丘 ３位で県大会へ 

＊卓球＊   南信予選 男子団体 準優勝 本選 １次リーグ２位         

2次リーグ３位 惜しくも敗退 

女子団体 準優勝 本選 1次リーグ２位  

2次リーグ３位 惜しくも敗退 

       南信本戦 男子個人 ２年 中村 ベスト１６で県大会へ 

＊ソフトボール＊ 東部 〇 １４－０ ▲ 伊那  

 東部 〇 １０－０ ▲ 高陵 

         東部 〇  ９－０ ▲ 旭丘 優勝で県大会へ 

＊男子ソフトテニス＊ 南信本戦 団体戦  東部 ▲ １－２ 〇 下諏訪 

          惜しくも敗退   個人戦  惜しくも敗退 

＊女子ソフトテニス＊ 南信予選 団体戦 決勝リーグ 東部▲１－２〇赤穂  

惜しくも本戦出場ならず         

 南信本戦 個人戦  惜しくも敗退 

中学校総合体育大会南信大会が行われました 
東部中大健闘！   
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＊剣道＊       団体戦  女子 準優勝 県大会へ 男子 8位 

          個人戦  男子 伊藤 3位   

 女子 田中 ベスト８   県大会へ 

＊陸上競技＊  共通８００ｍ 大森 1位  共通２００ｍ 藤村 4位 

 共通走高跳 伊藤 7位 

        3年１００ｍ 市川 7位   

1，2年４×１００ｍ 六波羅、橋場、中山、竹内 2位 

        1年１５００ｍ 向山 5位  

2，3年走幅跳 三澤 2位 

        共通 4×１００ｍ 三澤、北澤、大和田、掛川 3位  

 1年走幅跳 竹内 2位  共通２００ｍ 大和田 6位   

共通１００ｍH 福澤 2位 

        共通走高跳 竹之内 8位 2，3年走幅跳 赤羽 1位       

混成四種競技 宮下 8位  

        以上 17名 県大会出場 

＊水泳＊    50m自由形、100m自由形 春日 1位   

100m自由形 前田 5位 

         50m自由形 松澤  以上県大会へ 

         ２００ｍ自由形 前田 8位  

男子 4×１００ｍフリーリレー 春日、北原、前田、馬場 

8位 

＊バドミントン＊ 男子団体 2位 女子団体 2位 県大会へ 

         男子シングルス 福澤 2位 有賀 ３位  

         女子シングルス 高木 8位  

         男子ダブルス  有賀唯 小池ペア 3位  

         女子ダブルス  松澤 鈴木ペア 3位   

浦野 伊藤ペア 5位 以上県大会へ  

＊柔道＊  女子団体 3位 県大会へ 

      女子個人 大西 1位  加藤 3位  百瀬 4位  県大会へ 

＊体操＊   1年 小林 11位  ＊新体操＊  2年 高山 27位 

 7月 3，4日から県大会が始まりました。引き続き、応援をよろしくお願いします。   

～２年生が登山に向けて学習をしています～    

 先週から体力トレーニングやリュック登校も始まりました、先日は、プロスキーヤーの大池琢磨さんから

山についてお話をお聞きする中で地球環境についても考えました。8日には予備登山も行われます。 

～３年生は高砂中との交流会の内容を考える学年集会を行いました～ 

 ９月１０日に高砂中３年生が修学旅行の途中で東部中学校を訪問することになりました。３年生は、その

時にどんな交流ができるか小グループで話し合い、意見交換をしました。今年１０年目を迎えた桜プロジェ

クトをこれからも引き継ごうと、３年生が頑張っています。 

～1 年生はネットトラブルについての講演会をお聞きしました～ 

 インターネットや SNS を適切に使うためにはどんなことに気を付ければよいか、セーフティネットの南

澤信之先生から講演を聞きました。具体的なトラブルの例や自分や相手を大切にしながら便利なツールを使

う方法を聞きました。 

 

 
山田新聞店様から頂いた除菌スプレーを生徒一人一人に配布します。２年生には予備登山の前に、１，

３年生は１学期中に家庭に持ち帰りますのでご承知おきください。 

ありがとうございました。 



 

 

 


