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『たかが挨拶されど挨拶』『ありがとうという感謝の心』『学校は勉強するところ』 

2022 夏の足跡！～チームメイトや支えてくださった多くの方々に感謝！～ 
  夏休み中には、さまざまな大会や行事があり、本校生徒は体育・文化面において多くの活躍をしました。部
活動では３年生にとって集大成である夏の総体が全て終わり、ほとんどの３年生が引退をしました。上位大会
に進出できた部、地区大会で惜しくもあと一歩というところで敗れてしまった部などそれぞれですが、最後ま
で頑張り抜いたことに拍手を送りたいと思います。一方で、ここまで続けてこられたのは、選手たちの努力も
さることながら、ともに練習に取り組んできたチームメイトの存在や保護者や指導者など活動を支えてくださ
った方々の存在抜きで語ることはできません。今後も周りへの感謝の気持ちを忘れることなく、さまざまな場
面での活躍を期待しています。また、文化面でも、数学理科甲子園ジュニア、吹奏楽コンクール、中学生サミ
ットなどに参加し、その力を発揮することができました。それでは、本校の「2022 夏の足跡」を紹介します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

龍野西中だより 

翔 

令和４ (２０２２）年９月１日 
た つ の 市 立 龍 野 西 中 学 校 
発行：校  長  嘉ノ海  仁士 

 

 

 

例年、全国大会市長激励会は、市役所で開催していまし

たが、今年度はコロナ禍のため各校での開催となりました。 

 山本市長様の激励の言葉のあとに、山内選手と三隅選手

が全国大会に向けての決意の言葉を力強く述べてくれまし

た。市からは山本市長様、田中副市長様、横山教育長様を

はじめ６名の方々  

が来校され、全国  

大会出場を祝福し  

てくださいました。 

 

 

 

○男子ソフトテニス部 団体 県優勝  ※近畿決定 

男子個人 県優勝（福島惇・内海遼太） ※近畿決定 

○サッカー部 県３位 

○柔道部 男子団体 県３位 ※近畿決定  女子団体ベスト８ 

男子個人  73kg 級 県優勝（山内煌） ※全国・近畿決定  

           50kg 級 県３位（塩杉桂司） 

女子個人  52kg 級 県優勝（三隅一葉） ※全国・近畿決定  

57kg 級 県準優勝（福嶋麗凪） ※近畿決定 

           63kg 級 県３位（内海奈々） 

70kg 超級 県 3 位（新濱琉惟） 

○水泳部 200m 個人メドレー 県３位（松本みのり） ※近畿決定   

400m個人メドレー 県５位（伊藤桜也）  ※近畿決定  

        

たつの市長による全国大会激励訪問（8/12） 

8/19 に神戸常盤アリーナで「数学理科 
甲子園ジュニア」が開催され、本校２年 

生の３名（チーム Y.N.Y：清水雄大、寺田夏子、藤林佑哉）が学校を代表して参加しました。県内 66 チーム（193 名）
中、「４位」という素晴らしい成績を収めることができました。この大会は、理科・数学に関する問題に対し、ものづく
りの能力、コミュニケーション能力を用い、チーム（３人１組）で協力して筆記と実技で競うものです。引率及び指導さ
れた有吉先生から入賞の連絡を受けたときは、職員室で歓声が上がりました。 
また、この３名は 8/2 に龍野高校で開催さ 

れた「未来のサイエンスリーダー育成講座」 
にも参加し、理科や数学の学びを深めまし 
た。３名の皆さん、よく頑張りました。 
おめでとうございます！ 
 

 

「数学・理科甲子園ジュニア」県４位に輝く！（8/19）チーム Y.N.Y 

 

Y 

 

 

 今年度の全国大会は、北海道・東北ブロック開催となり、柔道

競技は福島県須賀川アリーナで行われました。 

８月 24 日には、三隅選手（女子個人）、25 日には山内選手

（男子個人）の試合が行われました。結果は、三隅選手は全国９ 

                           位、山内選手は全国５位でし  

                           た。おめでとうございます！ 

兵庫県の代表として、最後ま 

                       で諦めることなく戦い抜きまし      

                         た。ここまで本当によく頑張りま   

                          した！！ 

 

 

 

 

※柔道競技は、県大会で優勝したチーム、選手のみが全国大会出場権が得られます。 

 

 

○男子ソフトテニス部  団体 近畿３位  

個人ベスト 16（福島惇・内海遼太） 

○柔道部 男子団体出場  

    男子個人  73kg 級 近畿優勝（山内煌） 

    女子個人  57kg 級 近畿 3 位（福嶋麗凪） 

 5２kg 級 出場（三隅一葉） 

○水泳部 200m 個人メドレー出場（松本みのり） 

         400m 個人メドレー出場（伊藤桜也） 

近畿大会での戦績！（8/5～10 奈良県内各会場） 全国大出場！（8/24～25 福島県須賀川アリーナ） 

県大会での戦績！（7/21～30 兵庫県内各会場） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★西播夏季大会（7/9～7/17） 

〈サッカー〉 優勝 
〈水泳〉男女総合優勝、男子総合優勝 

女子総合優勝  ※下線部は大会新 
・男子 200m 自由形 1 位（内海暁翔）  
・男子 400m 自由形３位（木下昂大） 
・男子 200m 平泳ぎ 1 位（伊藤桜也）３位（林由一朗） 
・男子 200ｍバタフライ２位（内海陽生） 
・男子 200m 背泳ぎ３位（内海暁翔） 
・男子 200ｍ個人メドレー２位（内海陽生） 
・男子 400m 個人メドレー1 位（伊藤桜也） 
・男子 4×100m メドレーリレー１位 
（内海暁翔・林由一朗・伊藤桜也・内海陽生） 

・男子 4×100m フリーリレー１位 
（内海暁翔・内海陽生・林由一朗・伊藤桜也） 

・女子 200ｍ自由形３位（中川和奏） 
・女子 400m 自由形１位（内海真菜美） 
・女子 100m 平泳ぎ 2 位（内海穂乃花） 
・女子 200m 平泳ぎ 1 位（内海穂乃花） 
・女子 100m バタフライ 1 位（松本みのり） 
・女子 200m バタフライ 1 位（内海実咲） 
・女子 200m 個人メドレー1 位（松本みのり） 
・女子 4×100m メドレーリレー１位 
（内海実咲・内海穂乃花・松本みのり・中川和奏） 

・女子 4×100m フリーリレー２位 
（内海実咲・内海真菜美・中川和奏・松本みのり） 

〈ソフトテニス男子〉 
〔学校対抗戦の部〕 準優勝 
〔男子個人戦の部〕 第３位（福島惇・内海遼太） 

〈バスケット男子〉 第３位 優秀選手（福井崇太） 

〈柔道〉 〔男子団体戦〕 優勝   〔女子団体戦〕 優勝 

〔男子個人戦〕 

・50ｋｇ級 1 位（塩杉桂司） 2 位（大森迅将） 

・55ｋｇ級 ３位（内野翔太）  ・60ｋｇ級 ２位（川上透弥） 

・66ｋｇ級 1 位（徳永昂誠） ３位（三隅朔久） 

・73ｋｇ級 １位（山内煌） 2 位（甲斐聖悠） 

・81ｋｇ級 ３位（加減隼人）  ・90ｋｇ級 ３位（山下樹平） 

〔女子個人戦〕 

・４４kg 級 ３位（山田瑛）・48kg 級 ２位（出田帆夏） 
・５２kg 級 1 位（三隅一葉） 
・57kg 級 1 位（福嶋麗凪）３位（川本琉稀） 
・6３kg 級 1 位（内海奈々）・70kg 超級 1 位（新濱琉惟） 
 
 

栄光への足跡（大会の成績等） 

 

 

6/25（土）に、メガネの三城龍野店にて、本校の吹奏楽部が演奏を行いました。部員たちは、暑さに負けず、一生懸命演奏

をしました。曲目は、「サーカスハットマーチ」、「ブルースプリング」、「ファミリーアニメコレクション」、「赤とんぼ」の合計４曲でし

た。７月２２日には、赤とんぼ文化ホールで揖龍中学校吹奏楽部定期演奏会があり、7/30 には、西播吹奏楽コンクールが姫

路市のアクリエで開催されました。コンクールでは、課題曲として、マーチ 

「ブルースプリング」を、自由曲として、歌劇「マノン・レスコー」の２曲を演奏  

しました。本校は銀賞でしたが、素晴らしい演奏でした。9/24（土）には、 

赤とんぼ文化ホールにて「ハローコンサート」が予定されています。 

素晴らしい演奏をありがとうございました！（地域での演奏、揖龍中学校吹奏楽部定期演奏会、西播吹奏楽コンクール） 

 
人権文化をすすめる市民運動中央大会（8/7） 

 

人権作品の表彰式が、赤とんぼ文化ホールで行われました。入賞

者は以下のとおりです。多くの生徒が表彰を受けました。  

〈ポスターの部（中学生の部）〉  

○優秀賞：松芳あむ（２年） 

 ○入選：森本莉央（１年）、西山明衣（３年）  

〈作文の部（中学生の部）〉 

○優秀賞：井上蒼大（２年）  

「みんながフラットな関係で」  

○入選：浦上夢（１年）、平手音羽（３年）  

〈標語の部（中学生の部）〉 

○民推協会長賞：児島愛菜（２年）  

「その言葉  自分自身に言ってみて  それであなたはどう思う？」 

○教育委員会賞：吉井晴香（１年）  

「決めつけない  『らしさ』も  人の数だけあっていい」  

 ○入選：森晃慶（３年）  

 

 

 

 

 

8/2 に、新宮公民館にて「中学生サミット」が行われまし

た。今年度から新たに太子町も加わり、揖龍中学校の８校（各

校４名）の生徒たちが集まりました。 

 本校からは、後期生徒会執行部の甲斐 

生徒会長、田村副会長、山本２年学年総  

務、山田２年学年総務が参加しました。  

サミットでは、兵庫県立大学の竹内

先生をファシリテーターに、スマホ・

ネットに関するディスカッションや仲

間づくりのためのグループワークなど

を行いました。他校生から多くの刺激

を受け、お互いが切磋琢磨できる場で

もありました。この経験を今後の生徒

会活動につなげてくれることを期待し

ています。  

※次回の中学生サミットは、12/3（土）に予定されています。 

揖龍中学生サミット開催！（8/2） 

お忙しい中、8/1（月）～8/4（木）の個別懇談 

会に参加いただき、ありがとうございました。 


