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本校教育目標：ふるさとに根ざし 明るく たくましく生きる生徒の育成

ＯＮＥ ＴＥＡＭで戦った大北総体！
～ ソフトテニス女子団体３位 全県大会出場者１７名 ～

新型コロナ感染拡大防止の中，様々な制約がありましたが，１９日（土）・２０日（日）
の２日間にわたって大北総体が行われました。各会場で２日間熱戦が繰り広げられ，全県大
会に１７名の選手が駒を進めることができました。これまでの練習の成果を存分に発揮しよ
うとする比内中生の姿がありました。また，最後まであきらめない粘り強さが随所に見られ，
生徒たちの成長ぶりや大北総体にかける思いを感じることができました。応援する側にも制
約がありましたが，拍手や声かけで仲間を応援する姿が印象的でした。仲間と共に流した悔
し涙や嬉し涙は，将来必ず生きてくることを願っています。
大北総体で引退になる３年生，入学してからこれまで本当にお疲れ様でした。部活動から
学んだことをこれからの学校生活や将来に生かしてほしいと願っています。保護者や地域の
皆様の温かいご支援・ご協力，本当にありがとうございました。

比内中生が団結し，一体感を感じる
激励会でした。

＜垂れ幕文の紹介＞
◇全国優勝～Enjoy Baseball～ 【野球部】

◇走力爆発～ライバルと自分自身に勝て～

【陸上競技短距離】
◇六人の走者よ 想いを 努力を 競技にぶつけろ

走りに幸あれ【陸上競技長距離】

◇水滴石穿～努力で自分を超えてゆけ～
【水泳部】

◇限界を超えろ 無敵のテニス部

【男子ソフトテニス部】
◇一勝拳明～女テニ魂で勝利をつかみとれ～

【女子ソフトテニス部】

◇楽しく 元気に 思いやりのあるバレーを！
【バレーボール部】

◇勇往邁進～ピンチはチャンス！～【卓球部】

選手宣誓 応援委員の熱いエール 全校生徒が輪になって応援歌熱唱



◇各部の活躍◇

※下線部の選手は全県大会出場

【水泳】花岡総合スポーツ公園多目的プール

◆男子総合：４位

・自由形50ｍ ４位 小林 興平

・自由形100ｍ ３位 小林 興平

・自由形400ｍ ５位 半澤涼太朗

・自由形1500ｍ５位 半澤涼太朗

・背泳ぎ100ｍ ６位 安保 琉雅

・背泳ぎ200ｍ ４位 安保 琉雅

・平泳ぎ100ｍ ４位 長谷部凰世

・平泳ぎ200ｍ ４位 長谷部凰世

・バタフライ100ｍ ６位 泉 晴仁

・バタフライ200ｍ ５位 泉 晴仁

・個人メドレー200ｍ ５位 佐藤諒汰朗

・個人メドレー400ｍ ６位 佐藤諒汰朗

・400ｍフリーリレー ４位

半澤涼太朗，安保 琉雅，泉 晴仁，

小林 興平

・400ｍメドレーリレー ４位

安保 琉雅，長谷部凰世，半澤涼太朗，

泉 晴仁

◇女子総合：５位

・自由形50ｍ ４位 渡部小百合

・自由形100ｍ３位 渡部小百合

・バタフライ100ｍ ２位 本間 愛埜

・バタフライ200ｍ ３位 本間 愛埜

【陸上競技】長根山陸上競技場
◆男子総合：５位
・１年100ｍ １位 田畠 智也 ２位 伊勢 輝星

・共通200ｍ ５位 多賀谷 瞬

・共通400ｍ １位 羽賀 柊翔

・共通走幅跳 ２位 岡 大陽

・低学年4×100ｍリレー １位

本間 全，田畠 智也，伊勢 輝星，

岡 大陽

・共通4×100ｍリレー ５位

多賀谷 瞬，成田 龍希，羽賀 柊翔，

本間 黎

◇女子総合：５位
・１年100ｍ ３位 多賀谷美來 ５位 浅利 桜音

・３年100ｍ ４位 奈良あかり

・共通200ｍ ５位 武田さくら

・１年1500ｍ１位 吉田 瑠衣

・共通100ｍＨ ５位 笹川 莉奈

・共通走幅跳 ４位 米村 音羽

・共通四種競技 １位 嶋田 茉央

【野球】北秋田市中央公園野球場

○１回戦

鷹 巣 １３０ ０００ ０ ４
比 内 ３００ ０００ ０ ３

【ソフトテニス】高館テニスコート

＜男子＞

◆団体予選リーグＢ（３敗）

・比 内０－３大館東
・比 内１－２森 吉
・比 内０－３大館一
予選リーグ敗退

★男子個人戦

・２位 米澤 湘也・畠山龍之介ペア

＜女子＞ 団体３位
◇女子団体予選リーグＢ（２勝１敗）

・比 内１－２森 吉
・比 内２－１北 陽
・比 内２－１国 情
決勝トーナメント準決勝

・比 内０－３大館一
☆女子個人戦 上位進出ペアなし

【バレーボール】鷹巣体育館
＜女子＞
◇予選リーグ第２ブロック
・比 内０－２田 代
・比 内０－２大館一
予選リーグ敗退

【卓球】グリアス田代
＜男子＞
◆団体戦
・１回戦 比 内０－３田 代
★個人戦
・５位 三浦 郁哉
・９位 野呂 柊哉

＜女子＞
◇団体戦
・１回戦 比 内２－３鷹 巣

☆個人戦
・９位 髙橋 美優



たくさんの応援

ありがとうございました



７月２日(金)１学期末ＰＴＡ

◎３年 高校説明会 （鳳鳴全日制,国情,桂桜,北鷹）13:15～15:05 体育館

◎１・２年 授業参観 14:15～15:05 １年講堂 ２年３階各教室

◎帰りの会 参観 15:10～15:25 各教室

◎学年ＰＴＡ 15:40～16:20

吹奏楽部コンクール県北地区大会が７月１０日（土）に行われます。昨年度はコロナ感染
拡大防止のため，代替演奏会となりました。今年度は卒業した３年生の思いも心に刻みなが
ら練習に励んでいます。当日の演奏がとても楽しみです。また，創作部も各種コンクール出
品に向けて作品制作に取り組んでいます。学校には毎日のように各種コンクールの応募案内
が届きます。創作部員は，その中から応募したいコンクールを選択して作品制作に励んでい
ます。さらに，部活動強調期間には合同で各部活動を応援して回りました。

1日 第１回定期テスト １５日（火）に地震を想定
2日 ＰＴＡ授業参観 高校説明会 した避難訓練を行いました。

5日 教育相談期間～9日 ３年生は修学旅行で避難訓練

7日 第２回指定訪問 市教委訪問 の大切さを身にしみて学ぶこ
8日 Ⅱ期時間割スタート ＳＣ来校 とができました。家庭でも災

３年実力テスト② 害時の連絡方法や避難用グッ

10日 全県総体～12日 ズの準備など話題にしていた
12日 ２－２保育実習 だけたらと思います。

13日 １年ふるさとお仕事博覧会

２－１保育実習
14日 比内中祭集会

15日 北教育事務所長訪問 １６日（水）に数学と理科の指定訪問研究会が行われまし

16日 比内中祭部門別会議 た。中学校は今年度から新学習指導要領が完全実施となりま
17日 全県総体（卓球）～18日 した。学習内容が大きく変わってはいませんが，引き続き生

全県通信陸上競技大会～18日 徒全員が「わくわくする」「わかる」授業を目指していきた

19日 ＡＬＴ来校～21日 いと思います。
21日 １学期終業式 全県総体報告会

リフレッシュデー

22日 海の日
23日 スポーツの日 夏季休業～8／24

26日 二者・三者面談～30日

30日 秋田北鷹高校体験入学


