
筑紫の国で羽ばたく

校長 伊藤 一之

記録的な豪雨で幕開けした１か月間の夏休みが終

了し、学校には生徒の元気な声が戻り、また新たな

命を吹き込まれたかのようです。県南部を中心に、

大きな被害をもたらした７月の豪雨の傷が癒される

間もない先日の再びの豪雨は、一時、大曲の花火の

開催が危ぶまれるなど、頭を垂れ始めた稲にも大き

な被害の爪跡を残しました。県内で被災された多く

の方々には、心からお見舞い申し上げます。

今、放課後には、今週末の天中祭「合唱コンクー

ル」に向けて、学校中のあちこちから心地よい歌声

が響いてきます。今年の合唱、特に３年生の中学校

、 。 、最後の合唱には 乞うご期待です たくさんの地域

保護者の皆様方の御来校を心からお待ち申し上げま

す。

さて、この夏休みに行われた東北大会、全国大会

に出場した団体戦の戦いぶりを紹介します。

まずは、先陣を切って行われた剣道東北大会は、

地元の秋田県立武道館での開催でした。予選リーグ

で優勝候補の福島県渡利中と互角に渡り合い、１－

１の引き分けで、２戦目の弘前三中戦に決勝トーナ

メント進出をかけました。８本以上とっての全勝が

進出条件でしたが、健闘及ばず２－３で敗れ、無念

の予選リーグ敗退でした。しかし、最後まであきら

めない戦いぶりには大きな拍手が寄せられました。

空調のない熱波の山形市で開催された柔道東北大

会。予選リーグの難敵と予想していた青森・鶴田中

を３－０と圧倒し波に乗り、決勝トーナメントでも

他を寄せ付けない強さを発揮し、決勝でも昨年涙を

飲んだ青森県の宿敵五所川原一中に２－１と競り勝

、 。ち 見事東北大会初優勝の栄冠をつかみ取りました

個人でも第１位１名、第２位２名、第５位１名と、

会場には天王中のコールが再三にわたって響き渡

り、大変誇らしい大会となりました。

東北優勝のシード権をひっさげて乗り込んだ九州

福岡市での「全中 。予選リーグでは、鳥取代表と」

新潟代表を圧倒し、いずれも５－０で完勝し、秋田

県勢としては久しぶりの決勝トーナメント進出。１

回戦は関東地方２位の強豪埼玉栄でした。さすがに

レベルの高い関東を勝ち抜いてきたつわもの、簡単

には組ませてもらえず組み手を封じられて１－３と

惜敗したものの、東北チャンピオンとして十分すぎ

るほどのインパクトを与えた試合ぶりでした。見事

なベスト１６入りでした。また、個人戦では９０㎏

超級に出場した菅原光輝選手が、全国の並み居る強

豪選手を次々と撃破し、見事全国２位の栄光に輝き

。 、ました その堂々とした自信にあふれた戦いぶりは

全国の柔道関係者の目に強烈に秋田の天王中と、東

北に菅原ありを印象付けました。たいへんな名誉で

誇らしい本校柔道部です。保護者、地域の皆さんの

これまでの応援に深く感謝いたします。

今大会が行われた福岡市博多は、中国が漢と呼ば

れた古代には「奴国 があったところと言わ」（なこく）

（かんのれています。奴国と言えばあの「漢委奴国王」

。わのなのこくおう）と刻まれた金印があまりにも有名です

その後、筑紫の国には大宰府が置かれ、西国の警備

と外交の最先端としての役割を担いました。学問の

神と崇められる菅原道真が左遷させられたのもこの

大宰府でした。また、13世紀には二度にわたる元の

襲来の舞台となったのも、ここ博多でした。

このように、歴史の表舞台に何度も登場してくる

筑紫の国、博多と、そこを舞台にして行われた全国

柔道大会での本校選手の大活躍を重ね合わせる時、

70周年の節目の年の大活躍に何やら因縁めいた思い

にさせられたのは私ばかりでしょうか。70年の歴史

に確かな一歩を記してくれた瞬間でした。

（8月23日 全国大会予選リーグに臨む本校選手 背中の5人）
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東 北 中 学 校 体 育 大 会
柔道 男子団体 優勝（初）□

・73㎏級 木村 大翔第２位
・81㎏級 渡部 智偉第２位
・90㎏級 横山 海斗第５位
・90kg超級 菅原 光輝第１位

□ 予選リーグ敗退剣道 男子団体
・天王１－１渡利 （福島）
・天王２－３弘前三（青森）

１回戦敗退男子個人 牧野 匠真

□ 200m平泳ぎ 安田 晃介水泳 男子個人
予選第10位

体操女子個人□ 総合第26位 菊地 愛華
(平均台37位、ゆか8位、段違い平行棒34位、跳馬37位）

全 国 中 学 校 体 育 大 会
柔道 男子団体 ベスト１６（敢闘賞）□
予選リーグ１位通過
・天王５－０大栄（鳥取）
・天王５－０小出（新潟）

決勝トーナメント
・１回戦：天王１－３埼玉栄

個人戦

・９０㎏超級 菅原 光輝 第２位
・７３㎏級 木村 大翔 ２回戦敗退
・６０㎏級 鈴木 陽南 １回戦敗退

○創始70周年記念少林寺拳法秋田県大会
女子中学生の部 優秀賞 渡邉 梓

（東北大会出場）
○第59回全県席書大会

半紙 金賞 草皆 康介
第59回全県席書会郡市大会

半紙 金賞 草皆 康介
条幅 金賞 草皆 康介

○第45回東北七県珠算競技大会
第三部読上算競技 第２位 大場文弓華

第２位 村井 哉太
個人総合 優良賞 村井 哉太

○第70回秋田県珠算競技大会
中学生部門
個人競技 第２位 村井 哉太
読上算競技 第２位 村井 哉太
読上暗算競技 第２位 村井 哉太
フラッシュ暗算 第２位 村井 哉太

ご声援・ご支援、ありがとうございました。

各 種 大 会 の 結 果
1(金) 木曜授業 天中祭（校内）

2(土) 天中祭（一般公開）

県中学校秋季水泳競技大会(～ 3 日)

3(日) 全県一斉部活動休止日

潟上市天王地区運動会

4(月) 振替休業日（9/2 分）

5(火) ３年実力テスト④

潟南中学校英語暗唱弁論大会

6(水) 市郡教科研究会（午前授業）

チャレンジテスト（国語）

男鹿工業高校体験入学

7(木) 朝のあいさつ運動

8(金) 松陵テーマ学習⑪

秋田工業高校体験入学

10(日) 全国健康福祉祭剣道交流大会

13(水) 所長訪問（午後）

14(木) 男鹿地区中学校防火・救急救命弁論大会

（本校 13:30 ～）

15(金) チャレンジテスト（数学）

16(土) 秋季大会１日目

17(日) 秋季大会２日目

18(月) 敬老の日

全県選抜柔道大会

19(火) 振替休業日（9/16 分）

21(木) きずな集会 前期期末テスト

職員会議

22(金) モアレ検査（２年生）

金足農業高校体験入学

23(土) 秋分の日

24(日) 岩谷杯争奪剣道大会

25(月) 衣替え移行期間（～ 30 日）

27(水) 性教育講座（３年生）

29(金) １・２年マナー講座

部活動保護者・コーチと語る会

30(土) わか杉チャレンジフェスティバル

（井川中、9:00 ～ 11:00）

９ 月 の 行 事 予 定


