
＜ソフトテニス部＞（7/10,11 金屋テニス公園）

男子団体 第２位 田中優成 池田達哉 西本善蒔

嶋田光起 岸昇輝 吉田春人 南村康貴

男子個人 第２位 田中優成 池田達哉

女子個人 第２位 蜂谷莉子 富山桃羽

＜卓球部＞（7/10,11湯浅スポーツセンター）

男子団体 第１位 福永基幾 田中悠晴 硲悠月 吉野誠人 岩木隆久 酒井祐志 熊野勇紀 南出光弘

女子団体 第２位 福島杏果 西谷咲良 楠瀨心美 嶋田さくら 雜賀彩光 古川祐衣 古川依里

森川世名 酒井志織

男子個人 第２位 福永基幾

女子個人 第１位 福島杏果 第２位 西谷咲良

＜空手道部＞（7/10 文成中学校）

男子団体組手 第１位 山下裕大 綛田蒼空 中村十輝 嶋田丈 山根隆司朗

男子個人組手 第２位 山下裕大

男子個人組手未経験の部 第１位 中井太亮 第２位 木村晃大朗

＜ホッケー部＞（7/10 吉備中学校）

第２位 畑中庵汐 前委吹 梅本健斗 江川純生 江川龍弥 岸惇人 杉本愛夢 田中太陽

＜柔道部＞（7/10 箕島高校宮原校舎）

男子団体 第１位 石本智也 尾﨑嗣隆 大原温玖 宮前陽夕向 桑原蒼空 橋中駿 長尾将誠

女子団体 第１位 山本莉子 桑原成羅 椿原梨央 網代彩花

男子個人 50㎏級第１位 長尾将誠 55㎏級第１位 石本智也 60㎏級第１位 大原温玖 60㎏級第２位 尾﨑嗣隆

66㎏級第２位 橋中駿 73㎏級第２位 谷口大耀 81㎏級第１位 宮前陽夕向 81㎏級第２位 後和英昇

90㎏級第１位 桑原蒼空

女子個人 40㎏級第１位 西出二夢城 44㎏級第１位 浅田渚 48㎏級第１位 大谷葉月 48㎏級第２位 石川瑚々芭

52㎏級第１位 網代彩花 57㎏級第１位 椿原愛梨 57㎏級第２位 石橋ひなた

63㎏級第１位 山本莉子 63㎏級第２位 池田希愛 70㎏級第１位 桑原成羅 70㎏級第２位 中尾由那

70㎏超級第１位 椿原梨央 70㎏超級第２位 安土奈々美

＜バスケットボール部＞

準決勝敗退

№27①
有田市立箕島中学校 R３･９･３

（校長室だより）

有田地方中学校総合体育大会
結果①

遅くなりましたが、夏の総体の結果を中心にお知

らせします。どの大会のどの競技においても熱戦

が繰り広げられました。みなさん自分の力を出し

て、自分のベストを尽くしてがんばってくれたこ

とだと思います。試合ですので、勝った、負けた

がありますが、以下に、その成績を紹介します。



＜剣道部＞（7/10有田市民体育館）

男子団体 第３位 中谷歩 吉田隼人 石井宰士

桑原大生 中野滋元 中谷陸 北澤涼

男子個人 第２位 中谷歩

＜野球部＞（7/17マツゲン球場）

準決勝敗退

＜サッカー部＞（7/10湯浅中学校）

初戦敗退

＜水泳部＞（7/10湯浅中学校）

女子団体 第１位 網谷心々菜 古川心愛 榎本恋春 児嶋悠香

女子 200ｍメドレーR 第１位 網谷心々菜 古川心愛 榎本恋春 児嶋悠香

200ｍフリーR 第１位 網谷心々菜 古川心愛 榎本恋春 児嶋悠香

男子 100ｍ平泳ぎ 第１位 平林侑島 200ｍ個人R 第１位 平林侑島

女子 100ｍ背泳ぎ 第２位 網谷心々菜

200ｍ背泳ぎ 第１位 古川心愛 200ｍ自由形 第２位 古川心愛

200ｍ個人メドレー第１位 児嶋悠香 100ｍ背泳ぎ 第３位 児嶋悠香

50ｍ平泳ぎ 第１位 榎本恋春 100ｍ自由形 第２位 榎本恋春

＜バドミントン部＞（7/10広川町民体育館）

男子団体 第２位 江川拓真 児嶋湧斗 小柳夏維 児嶋庵 安本祐人 中尾隆誠 上野山礼

女子団体 第１位 櫻本向日莉 江川心珠 石井友梨 名古田真唯 中尾有沙 山本望有 紺野藍乎

男子 シングルス 第３位 小柳夏維

ダブルス 第３位 江川拓真 児嶋湧斗

女子 ダブルス 第１位 櫻本向日莉・江川心珠

＜バレー部＞（7/17,18湯浅スポーツセンター）

予選リーグ敗退（１勝２敗）

＜陸上競技部＞（7/17紀三井寺公園補助競技場）

総合男子 第２位 吉野圭祐 巽悠人 成戸太陽 野村忠斗 山家大季 上野山歩透 小林主輝 山本久記

男子 共通4×100ｍR 第２位 成戸太陽 巽悠人 山家大季 小林主輝

共通1500ｍ第１位 山本久記（大会新記録） 共通3000ｍ 第１位 山本久記（大会新記録）

２年100ｍ 第１位 成戸太陽 共通砲丸投 第２位 成戸太陽 共通400ｍ 第１位 巽悠人

共通200ｍ第１位 小林主輝 共通800ｍ 第２位 上野山歩透

女子 共通800ｍ第２位 藤井萌羽

№27②
有田市立箕島中学校 R３･９･３

（校長室だより）

有田地方中学校総合体育大会
結果②



＜相撲部＞（7/17和歌山県営相撲場）

団体戦５人制 第２位 橋爪楓芽 井ノ上力也 長島吏夢 臼田哲朗 菊井琉聖 久保珀人 中本陽斗志

団体戦３人制 第２位 井ノ上力也 橋爪楓芽 臼田哲朗 長島吏夢 中本陽斗志

個人戦 第３位 臼田哲朗 第３位 井ノ上力也

＜柔道部＞（7/25,26橋本体育館）

男子団体 第１位 石本智也、尾﨑嗣隆、大原温玖、宮前陽夕向、桑原蒼空、橋中駿、長尾将誠

個人 50㎏級 第１位 長尾将誠 55㎏級 第１位 石本智也

60㎏級 第１位 大原温玖 60㎏級 第２位 尾﨑嗣隆

66㎏級 ３位 橋中駿 81㎏級 第１位 宮前陽夕向

90㎏級 第１位 桑原蒼空

女子団体 第１位 山本莉子 桑原成羅 椿原梨央 網代彩花

個人 40㎏級 第３位 西出二夢城 44㎏級 第１位 浅田渚 48㎏級 第１位 大谷葉月

52㎏級 第１位 網代彩花 57㎏級 第３位 椿原愛梨 63㎏級 第１位 山本莉子

70㎏級 第１位 桑原成羅 70㎏超級第１位 椿原梨央 70㎏超級第３位 安土奈々美

＜水泳部＞（7/21,22秋葉山公園県民水泳場）

男子200ｍ自由形 第１位 平林侑島 400ｍ自由形 第１位 平林侑島

女子50ｍ自由形 第２位 網谷心々菜 100ｍ自由形 第２位 網谷心々菜

＜バドミントン部＞（7/25,26那智勝浦町体育文化会館）

女子ダブルス 第３位 江川心珠 櫻本向日莉

＜空手道部＞

第２３回和歌山県中学校空手道選手権大会（6/20有田川町立吉備中学校）

（第２９回全国中学生空手道選手権大会出場選手選考会）

団体組手 第１位 山下裕大 綛田蒼空 中村十輝 嶋田丈 山根隆司朗

団 体 形 第３位 山下裕大 綛田蒼空 中村十輝 嶋田丈 山根隆司朗

個人組手 第１位 綛田蒼空 第２位 山下裕大

個 人 形 第３位 中村十輝

＜ホッケー部＞（7/24 御坊マツゲングランド）

第２位 畑中庵汐 前委吹 梅本健斗 江川純生 江川龍弥 岸惇人 杉本愛夢 田中太陽

№27③
有田市立箕島中学校 R３･９･３

（校長室だより）

和歌山県中学校総合体育大会
＜出場クラブ＞

ソフトテニス部 卓球部

ホッケー部 柔道部

バドミントン部 剣道部

陸上競技部 水泳部

空手道部 相撲部

※３位までの入賞について紹介します。



＜柔道部＞（8/6、7 高砂市総合体育館）

女子団体 第３位 山本莉子 桑原成羅 椿原梨央 網代彩花

男子個人 55㎏級 第１位 石本智也

50㎏級 第２位 長尾将誠 60㎏級 第３位 大原温玖 90㎏級 第３位 桑原蒼空

女子個人 70㎏超級第１位 椿原梨央 63㎏級 第２位 山本莉子 44㎏級 第３位 浅田渚

＜相撲部＞（8/21,22 東京都立川市アリーナ立川立飛)

個人 ベスト32 臼田哲朗

＜空手道部＞（8/21,22 山口県山口市維新百年記念公園）

団体組手 ２回戦敗退 山下裕大 綛田蒼空 中村十輝 嶋田丈 山根隆司朗

個人組手 ２回戦敗退 綛田蒼空 ２回戦敗退 山下裕大

＜柔道部＞（8/22～25 群馬県前橋市/ALSOKぐんまアリーナ）

男子団体 予選リーグ敗退 石本智也 尾﨑嗣隆 大原温玖 宮前陽夕向 桑原蒼空 橋中駿 長尾将誠

男子個人 第３位 55㎏級 石本智也
ベスト16 81㎏級 宮前陽夕向

初戦敗退 50㎏級 長尾将誠 60㎏級 大原温玖 90㎏級 桑原蒼空

女子団体 予選リーグ敗退 山本莉子 桑原成羅 椿原梨央 網代彩花

女子個人 63㎏級 第５位（ベスト８） 山本莉子
70㎏超級第５位（ベスト８）椿原梨央
初戦敗退 44㎏級 浅田渚 48㎏級 大谷葉月

52㎏級 網代彩花 70㎏級 桑原成羅

※団体戦は男女とも予選リーグ１勝１敗

総合体育大会以外の大会
＜相撲部＞

第31回(令和３年度)都道府県大会和歌山県予選（6/5 和歌山県営相撲場）

軽量級第１位 井ノ上力也 無差別級第３位 臼田哲朗

第32回全国都道府県中学生相撲選手権大会（7/25堺市大浜公園相撲場）

団体戦３人制 第１位 臼田哲朗 個人戦無差別級 ベスト32 臼田哲朗

＜水泳部＞

第53回（令和３年度）和歌山県中学校水泳競技記録会（6/5 秋葉山公園県民水泳場）

男子100m自由形 第１位 平林侑島 男子200m平泳ぎ 第３位 平林侑島

女子50m自由形 第１位 網谷心々菜 女子100m自由形 第１位 網谷心々菜

№27④
有田市立箕島中学校 R３･９･３

（校長室だより）

近畿中学校総合
体育大会

全国中学校総合
体育大会

＜出場クラブ＞

ホッケー部 柔道部 水泳部 相撲部

※３位までの入賞について紹介します。

※相撲は当日、気象警報発令のため、中止になりました。

＜出場クラブ＞

柔道部 相撲部 空手道部
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