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【校訓】融 愛 善 について

｢融｣・・・伝統的な良さを融合させ、新たな伝統を創っていくことを願い 「融」

｢愛」・・・それぞれを支えてきた郷土を愛するとともに、生徒自身（人）を愛する心を育むことを願い「愛」

｢善」・・・人として、善き心を育み、善き行いを実践していくたくましい意志をもって生きることを願い「善」

郡総体駅伝男子準優勝・女子３位 県大会出場
郡新人陸上男子３位・女子準優勝・男女総合３位
１０月５日（土）嬬恋総合運動公園にて郡総体駅伝競走大会が行われました。Ａチームは男子が準

優勝、女子が３位に入り、１１月９日（土）に渋川市総合運動公園にて行われる県総体駅伝競走大会
に出場します。９月２８日（土）に行われた郡新人陸上大会では、男子総合３位、女子総合準優勝、
男女総合３位という成績でした。その他の大会等の主な結果も掲載します。
○郡総体駅伝競走

＜男子＞ ＜女子＞
男子Ａチーム 1°04'05 第２位 県大会出場 女子Ａチーム 56'34 第３位 県大会出場
矢嶋大梧 佐藤翔太 丸橋世尚 田村俊輔 大塚央翔 朝比奈大成 齊藤和香菜 土屋奏奈 森尾唯来 唐澤みずき 茂木悠貴

男子Ｂチーム 1°08'14 ＢＣチーム第２位 女子Ｂチーム 1°00'20 ＢＣチーム第３位
飯塚楓月 赤池竜馬 一場裕 小池聖空 加藤想磨 上原優也 小林愛依 中野美羽 小池萌 久保葵花 堀込志乃恵

男子補員 高橋亮汰 小林匠統 堀込颯 米山純太朗 小池優樹 女子補員 轟真衣奈 關陽歩

＜区間賞男子Ａ＞ ＜区間賞女子Ａ＞
男子１区 第１位 10'42 矢嶋 大悟 女子３区 第３位 9'44 土屋 奏奈
男子２区 第２位 10'47 佐藤 翔太 女子４区 第２位 9'57 唐澤みずき
男子３区 第１位 10'16 丸橋 世尚 ＜区間賞男子ＢＣ＞
男子４区 第１位 10'39 田村 俊輔 男子１区 第１位 11'35 飯塚 楓月
男子５区 第１位 10'43 大塚 央翔 男子２区 第２位 11'06 赤池 竜馬
男子６区 第３位 10'58 朝比奈大成 男子３区 第１位 10'58 上原 優也

○郡新人陸上大会 ＜学校対抗＞男女総合 第３位 男子総合 第３位 女子総合 準優勝
＜男子＞ ＜女子＞
１年男子100m 12"9 ３位 小林 匠統 ２年女子100m 13"8 ２位 轟 真衣奈
共通男子800m 2'13"3 ２位 大塚 央翔 共通女子200m 28"4 １位 轟 真衣奈
共通男子1500m 4'25"1 １位 矢嶋 大梧 共通女子100mH 19"0 ２位 大前萌々花
共通男子1500m 4'35"0 ２位 丸橋 世尚 共通女子走幅跳 4m40 ２位 林 美羽
共通男子3000m 9'44"4 １位 矢嶋 大梧 共通女子砲丸投 7m96 ２位 篠原ななみ
共通男子3000m 10'12"4 ３位 丸橋 世尚 共通女子4×100mR 53"1 ３位
共通男子砲丸投 7m63 ２位 生方 潤 轟真衣奈 大前萌々花 福原里奈 林美羽
共通男子4×100mR 46"7 ３位
青木陽大 矢嶋大梧 丸橋世尚 小林匠統



○ソフトテニス吾妻郡１年生強化練習会 ○吾妻警察署長杯ソフトテニス大会
男子の部 準優勝 滝澤 心響・高橋潤之介 男子の部 優 勝 萩原 滉大・大須賀聡汰

第３位 茂木 白桜・山田 元稀 女子の部 第３位 朝比奈 葵・永井 千尋

○群馬県中学校英語弁論大会 ゴンザレスカイラ Good Prize
１０月３日（木）に行われた群馬県中学校生英語弁論大会にゴンザレスカイラ（３年）さんが、海

外在住経験者の部に出場しました。「Love and Peace」をテーマに、世界のリーダーから身近な自分
たちまでが、すぐに取り組めることを提案して、平和な社会を作っていこうという願いを込めてのス
ピーチでした。惜しくも入賞には至りませんでしたが、自分の意見や主張を英語で堂々と発表するこ
とができました。

新生徒会本部役員
９月２７日（金）の生徒会本部役員選挙で、以下のとおり選出された７名が本部役員には選出され

ました。１０月３０日（水）校内文化祭団結式での生徒会本部新旧役員交代式を経て、新本部役員の
活動が始まります。生徒主体の活動の中心となって積極的な活動を進めることを期待しています。

会 長 矢島 弦三（２年男） 書記 丸橋 世尚（２年男）
副会長 田中幸太朗（２年男） 林 美羽（２年女）

堀込志乃恵（２年女） 会計 内田 凉太（２年男）
唐澤みずき（２年女）

１０月の予定
９（水）部活動休止日 ２２（火）即位礼正殿の儀

１２（土）県新人大会 ソフト 卓球団 剣道個人 ２３（水）集金日① 部活動休止日
１３（日）県新人大会 ソフト テニス個 卓球個 ２４（木）集金日②
１４（月）体育の日 県新人大会 テニス団 ２８（月）県民の日
１６（水）部活動休止日 ３０（水）校内文化祭
１８（金）漢字検定② ３１（木）校内文化祭 部活動休止日
１９（土）県新人大会 ソフト ※給食カット
２０（日）県新人大会 ソフト予 テニス予

１１月の予定
１（金）安全点検日 １８（月）職員会議⑩ 校内研修⑦
３（日）文化の日 １９（火）３年期末テスト
４（月）振替休日 ２０（水）３年期末テスト 部活動休止日
５（火）ＰＴＡ推薦委員会① 学校保健委員会②（心の講演会）
６（水）部活動休止日 ２３（土）勤労感謝の日
７（木）歯科検診 ２５（月）避難訓練（火災）
９（土）県総体駅伝競走 ２６（火）集金日①

北毛アンサンブルコンサート ２７（水）集金日②
１１（月）～１５（金） ２８（木）１２年期末テスト

３年生三者面談 １、２年生教育相談 ２９（金）１２年期末テスト
１３（水）色覚検査１年希望者 部活動休止日
１６（土）中部地区アンサンブルコンテスト ※期末テスト部活動休止期間
１７（日）中部地区アンサンブルコンテスト ２５（月）～２９（金）朝

※東吾妻中学校のホームページもご覧下さい。生徒の活躍する様子を掲載しています。

http://www.hi-agatsuma-jhs.jp/


