
との絆 層体 6/22(木)～6/24(土) 日体大「集団行動」黒陵生体験 6/25(日 )

燃 え る 黒 餃

がむしゃらιこ勉強し、進略晨勁じ説崚る黒慶生

ひたむき|こオセ`むを差 、部活動に燃える黒陵生

伝銃書物、速人の恙を持って青春を燃やせ !

休育大会

“
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私は昨年までとは違う思tヽで体育祭を迎えました。高校

生活最後の体育祭になるからです。私はバレーボールと

テニス、クラス対抗リレーに出場することにしていました。日

標はそれぞれの優勝とクラスの総合優勝でした。バレー

ボールは優願 補となっていたもののリズムを崩し思うよう

なプレーができず準優勝という形で終わりました。テニスは

仲間と声を掛けれ て戦いましたが先生チームに 2回戦

で敗れました。悔しさを最終日にぶつけようと気を引き締め

クラス対抗リレーに臨みました。私は第 1走として出場し、

予選を勝ち抜き決勝進出。最後は無`Cで走りました。クラ

スの仲間の應援の声が`ミに響きました。トップでバトンを仲

間に渡し、あとは信じるだけ。アンカーがトップでゴールし

たときにはメンバー全員で抱き合い喜びました。しかも女子

とアベック優勝です。3年 1組は総合準優勝でしが、クラ

スメイトとの絆が深まり、団結することの素晴らしさを感じるこ

とができました。とても楽しく盛り上力わた体育大会でした。

青春を感じました。あとは切り替えて受験勉強です。と言い

たヽ とヽころですが私には最後の夏の大会があります。残り

わずかな時間ですが悲願の甲子園出場に向け頑張りま

す。まずは初戦、7月 8日 、花巻球場で水沢―高との対

戦です。應援をよろしくお願いします。
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日本体育大学「集団行動」の合宿が6月 24日 (Jか
ら30日 (金)に北上市で行われた。清原伸彦名誉教授
の指導の下、学生 103名の限界に挑むような厳しい練

習が隷 たヽ。25日 (日 )の練習は黒沢尻北高校体育館

で行われ、本校運動部 130名 が集団行動を見学、体験

した。歩行の姿勢、集団での交差などを体験した。

清原先生からは「どんな時にも真剣に取り組め」「笑顔

で行こう」など、生き方にも参考となる助言を受けた。

最後に女子ソフトテニス部が練習の成果を披露する

と「可愛い、最高 !Jと 賞賛の声が起こった。
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―今回、集団行動を体験して学んだことは一つになること

の難しさと集中することの大切さです。私たちラグビー部は

毎日声を掛け合っての組織的な動きを練習しているので、

集団行動はすくて,きると思っていましたが、やってみると簡

単ではありませんでした。何口やってもそろわず、日体大

の学生の集団歩行がどんなに難しいことかを実感しました。

失敗の中で清原先生から「集中していなtヽ」と喝が入りま

した。「真剣にやれば何だってすくできる。集中しよう!」 と

指導を受け、全員で声を揃え、集中して歩きました。全員
の`ヾが一つになった気持ちがしました。傍らで見ていた校

長先生から「素晴らしtヽ」と褒めていただ :ました。その後、

1時間の練習で交差までできるように叡りました。私たちラ

グビー部は全員が「花園LL場」という目標に向かって、

集中して練習しなければなりません。今の自分たちにはそ

れが少し足りなかったと思いました。これからは、部活動は

もちろんですが、1時間 1時間の授業にも集中し、真会1に

取り組みたいと思います。このような経験をさせてヽ たヽかvヽ

たリヒ上市スポーツ推進課、そしてご指導いたな たヽ日本

体育大学清原伸彦先生、学生の皆さんに感謝します。

《7月 予定〉19日 ～21日 :三者面談、24日 :授業納め式、28日 :中学生体験入学、25日 ～夏期休業 (～8/16)



部活動の記録  「文武両道の実践」

7月 28日 から

南東北の各県

で繰 り広げら

れる熱い戦い

「はばたけ世

界へ南東北総

体 2017J(イ ン

ターハイ)に
本校から陸上

競技 2名、ソ

フトテニス男子団体と個人 2組、女子個人 2組が出

場する。「繋がる絆、魅せよう僕らの若き力」がスロ

ーガス 用陵の魂を魅せてくれることを期待する。

写真 :双子の姉弟でインタザイに出場する新田英理子・峻介

インタ■/ヽイrこ向rナて
`陛
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私は、5月 に行われた岩手県高校総合体育大会陸

上競技女子棒高跳びで優勝、6月 の東リヒ大会で3位と

献り、7月 末から山形県で行われるインターハイに出場す

ることができます。女子棒高〃ヒびは今年から正式種日とな

りました。全国から初代女王を目指して各都道府県のトッ

プ選手が集まります。とてもレベルの高い大会と強ると思い

ます。私も初代女王を狙っている一人です。私の東リヒ大

会での言己録は満足できるものではありませんでした。しかし

反省を生かし、自己ベストを出し全国制覇を成し遂げるた

めに、残された lヶ月、常に試合を意識し自分の技術を

確実に向上させていく質の高い練習をします。そして、本

番では思い切りやるだけです。全国の舞台では自分のペ

ースでいつものとおリカをすべて出し切る戦いをしようと思

います。また、私を支えてくれた先生方、コーチ、應援して

くれる家族や仲間への感謝を恙れず、最高のパフォーマ

ンスをしてきたいと思っています。

《高総体の入賞結果 (イ ンターハイ出場決定★印)》

◎岩手県高校総合体育大会

【陸上部】学校対抗フィールドの部第 1位、総合第 3

位、《個ノ0(男子)棒高跳 3位新田峻介 (女子)棒高

跳1位新田英里子、2■卜田島蓮、3位金子遥果、110

dH位駒ヶ嶺光瑠、円盤投2位菅野由真、三段跳3位

高橋珠里、走高眺 3位高橋珠里 、2000mSC 3位 人重樫

朋夏、100m4位大山里花

【男子ソフトテニス部】《団f■ll優勝 (★ 5年連続イン

ターハイ出場)フ剛|1憂斗・ガヽ田島圭、渡辺碧人・小原

歩斗、鈴木千里・青木紫朗 《個メ0優勝 (★)大粒来

徳浩・鈴木渓太 、5位 (★)がυll憂斗・ガヽ田島圭

【女子フトテニス部】《団fal1 5位、《個メ03位 (★)

清水あい 。伊藤紬、5位 (★)杉澤梨 。高橋萌々花、
7位大石鈴来 。佐藤花音、7位日下愛望 。伊勢田梨歌

【ラグビー部】準優勝  【弓道部女子】団体準優勝

【水泳部】(男子)1001・ 背泳8位菊地輝優、は子)100m

平泳2位高橋麗那子、200m平泳2位高橋麗那

50m自 由形 3位菊池沙矢香、200m自 由形 5位菊池沙矢

香、10011自 由形 8位菊池茉莉奈

◎東北高等学校選手権大会

【陸上部】拐子)棒高跳 5位 (★)新田峻介 (女子)

棒高跳 3位 (★)新田英里子 【男子ソフトテニス部】

《団体》 3位 《個ノ03位 大粒来徳浩・鈴木渓太

【女子フトテニス部】《個ノ03回戦清水あい。伊藤紬

【ラグビー部】Ⅱ部準優勝 【弓道部】予選不通過

・放送 口吹奏楽も全国大会へ !

【写真部】

県高文連夏季写真コ

ンテス ト特賞
「勉強中 口・・ ?」

佐藤由菜 0年 3紛
初応募で最優秀の栄

冠を手にした。審査

員からは「高校生ら

しい写真。前髪を残

し、きちっとトリミ

ングできている。ア

ングルがいいJと 高

い評価を集めた。

【囲碁将棋部】

全国囲碁選手権

岩手県大会優勝

高橋佑佳里 (3年

1准D7月 24日

(月 )から東京の

日本棋院で開か

れる第 41回文部

科学大臣杯全国

囲碁選手権大会

に岩手県代表 と

して出場する。ま

た全国高等学校

総合文化祭の県

代表ともなった。

【放送部】6月 6日 に行われた第 64回NHK杯全国放

送コンテスト県大会では創作ラジオドラマ部門「授業

参観に自分の家族だけが来た詢 と創作テレビドラマ

部門「全カモラトリアム」の 2作品が最優秀賞、他 4

部門で優秀賞を獲得し7月 24日 から東京での全国大

会に参加する。【書道部】3年 2組高橋菜々子 :岩手県

高等学校書道作品コンクールで奨励賞、岩手日報高校

書道展で日報大賞 (最優秀賞)を受賞

◎7/31から宮城県で開催される全国高校総合文イL祭に|ま

放送部・高橋楓と吹奏楽部 (両者|ま昨年度∽コンクール

で決定済)囲碁・高橋佑佳里の3部が参加ぅ健闘を祈る。
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