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（校長 室だより）

10月下旬から11月上旬にかけて、有田地方中学校新人大会と和歌山県中学校新人大会が行わ
れました。夏の総体から日が浅かったり、コロナ禍で練習試合も満足にできなかった部分もあ
りますが、できることを一生懸命がんばってくれました。新人戦ではチームとして、また個人
としての課題を見つけることができたと思います。最終的な目標の夏の総体に向けて課題を改
善し、良かった部分はさらに伸ばしていけるようにしてほしいと思います。

有田地方
中学校新人大会
夏に向けてのスタートです

＜サッカー部＞

＜陸上競技部＞
男子共通４×100ｍR 優勝（吉野圭祐
悠人 山家大季 成戸太陽）
男子２年100ｍ 優 勝 成戸太陽
男子２年400ｍ 優勝
悠人
男子２年3000m 第２位 野村忠斗
男子２年走幅跳 優勝 山家大季
＜ホッケー部＞
第２位（前委吹 江川龍弥 江川純生 梅本健斗
岸惇人 田中太陽 杉本愛夢）

２位（岡勇佑 慈幸龍心 神保秀貴
久保劉歩 福田亮 松坂琉真
岡本時空 嶋田莉久）

＜卓球部＞
男子団体戦
女子団体戦
男子個人戦
女子個人戦

尾藤惇貴
宮田琉偉

古川穂高
大石琉生

脇村龍生
宮田夕渚

上野山冬真
中山陽翔

優 勝（熊野勇紀 酒井祐志 岩木隆久 南出光弘 川原唯冬 嶋田光希）
第３位（林碧空 酒井志織 中村望愛 福島苺 田中瑠乃 竹内菜ノ羽 前海羽）
優 勝 熊野勇紀
第２位 岩木隆久
優 勝 酒井志織

＜剣道部＞
男子団体 第２位（吉田隼人
男子個人 第２位中谷陸

石井宰士

中谷陸

中野滋元

桑原大生

佐藤凪斗

北澤涼）

＜空手道部＞
総合 優勝
男子団体組手 優勝（中村十輝 嶋田丈 山根隆司朗 梅本剣伸 富山恭輔）
男子個人組手未経験の部 第２位 木村晃大朗
男子個人組手オープンの部 優勝 中村十輝
第２位 梅本剣伸
＜野球部＞
優勝（山野康大、太田琢万）

※湯浅中学校との合同チーム

＜バスケットボール＞
男子 準決勝敗退（張煜涛 石井伶旺 江本旬 成戸一成
古川煌誠 栗山善多 田中那宜 タネム至栄久 森川日出）
女子 予選敗退 （乾真里花
海愛 田中小晴 中村碧 村木愛紗
松咲季 森山愛緒生 ）
＜バレーボール部＞
第３位（林杏音 南口明希 大門寧々 多田陽万里
谷萌日 梅本七瀬 石井日梨）

橋爪貴乃
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（校長 室だより）
＜バドミントン部＞
団 体 戦 第２位（雑賀晴空 端琉希亜
団 体 戦 第２位（紺野藍乎 西原菜々
シングルス 第２位 雑賀晴空
ダブルス 第３位 端琉希亜 﨑山結友

鳥居怜央
濵井紗良

﨑山結友 花垣秀
成川英 神田晏里

中山結翔 森叶多）
森下瑠里愛 田中千帆吏）

＜ソフトテニス部＞
女子団体 第２位（江川汐音 小西結愛 宮﨑愛子 児島絢世
畑中里桜奈 小野恵 山口夢咲 山﨑結月）
＜柔道部＞
男子団体 優勝（尾﨑壬煌 澤健生 平井温蒔 谷口大耀 後和英昇 森川博太 江川元基）
個人 50㎏級 優勝 尾﨑壬煌
55㎏級 優勝 森哉太
２位 尾﨑隆之介
60㎏級 ２位 澤健生
66㎏級 優勝 平井温蒔
73㎏級 優勝 谷口大耀
２位 江川元基
81㎏級 優勝 後和英昇
２位 森川博太
女子団体 優勝（大谷葉月 網代彩花 椿原愛梨 安土奈々美）
個人 40㎏級 優勝 西出二夢城 44㎏級 優勝 石川瑚々芭 48㎏級 優勝 大谷葉月
52㎏級 優勝 網代彩花
57㎏級 優勝 石橋ひなた 63㎏級 優勝 椿原愛梨 ２位 池田希愛
70㎏級 優勝 中尾由那
70㎏超級 優勝 安土奈々美

和歌山県
中学校新人大会

〈出場クラブ〉

卓球部 バドミントン部 テニス部 野球部
陸上競技部 相撲部 剣道部 柔道部

夏に向けてのスタートです
＜相撲部＞
団体戦 第２位(井ノ上力也 長島吏夢 橋爪楓芽)
個人戦 優勝 井ノ上力也、第３位 橋爪楓芽
＜野球部＞

第２位（山野康大

＜陸上競技部＞

太田琢万）※湯浅中学校との合同チーム

男子2年400ｍ 第２位

＜柔道部＞
男子団体 第２位（尾﨑壬煌 澤健生
個人 50㎏級 第３位 尾﨑壬煌
73㎏級 第３位 江川元基
女子団体
個人

悠人

平井温蒔 谷口大耀 後和英昇 森川博太 江川元基）
55㎏級 第３位 森哉太
66㎏級 第３位 平井温蒔
81㎏級 第３位 後和英昇
第３位 森川博太

優勝（大谷葉月 網代彩花 椿原愛梨 安土奈々美）
40㎏級 優勝 西出二夢城
48㎏級 優勝 大谷葉月
52㎏級 優勝 網代彩花
57㎏級 第２位 石橋ひなた 63㎏級 優勝 椿原愛梨 第２位 池田希愛
70㎏級 第３位 中尾由那
70㎏超級 第２位 安土奈々美

１年生の赤松美波さんがゴルフの第40回大王製紙エリエールレディス
オープンに出場しました。たくさんの有名プロ選手が参加するテレビでも
放映されるような大きな大会です。出場おめでとうございます。

