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平成 29 年度 校長だより

【糸満市立糸満中学校 教育目標】

【知】主体的に学び

【徳】心豊かで勤労を大切にする

【体】心身ともに健康な生徒

【 強い意志をもって、どんな苦労や困難にもくじけないこと 】 発行者 校長 與那覇正樹

【夏休みの部活動 生徒の活躍】
7 月 22 日～ 24 日 第 44 回沖縄県中学校総合体育大会

《夏季総体》 女子バドミントン部 団体優勝‼
～個人戦も活躍 金城涼乃・伊敷妃菜美 ダブルス優勝～

7 月 22 日～ 24 日第 44 回沖縄県中学校総合体育大会【第 37 回沖縄県中学校バドミントン

競技大会】が開催されました。女子バドミントン部が 5 月のヨネックス杯に続き、見事、

団体戦・個人戦において優勝しました。さらに、8 月 8 日には長崎県諫早市で開催された

九州大会へ出場し、健闘・惜敗しました。2 年生が多いチームですので今後の活躍を期待

しています。監督・引率の新里和歌子先生、3年生の皆さん、関係する保護者の皆様、

たいへんお疲れ様でした。

〔団体優勝〕 金城涼乃 宜保晴奈 伊敷妃菜美 大嶺花奈

金城未歩 新垣瑠香 金元柚樹 玉城愛海

〔ダブルス優勝〕 金城涼乃 伊敷妃菜美

〔ダブルス 3位〕 新垣瑠香 金城未歩

〔ダブルス 4位〕 大嶺花奈 金元柚樹

《夏季総体》女子卓球部 ４位入賞 銀賞おめでとう‼ 吹奏楽部
【女子団体 4位】 7 月 25 日に第 62 回九州吹奏楽コンクール沖縄支部予

金城美結 宮里優花 選が沖縄コンベンションセンターで開催されました。1

阿波連琉歌 金城海音 年生が多いなかで、4 月から地道な日々の練習と努力を

宮城麻妃琉 喜納才稀 繰り返し、見事、銀賞に輝

玉城奈名 西平空 きました。また、コンベン

ションセンターの劇場棟と

いうすばらしい施設のなか

《夏季総体》 健闘・惜敗‼ での一生懸命な演奏には

男女ソフトテニス部 男子卓球部 新体操 感動しました。おめでと

日々の練習を積み重ね県大会へ出場したことは、 うございます。

今後の糧になります。新たな目標に向けて頑張りま （会場が撮影禁止の為、

しょう。保護者の皆様、ご協力、感謝いたします。 前日の校内発表会より）

女子ソフトテニス部 3位入賞
8 月 5 日・6 日に第 29 回島尻地区中学校夏季ソフトテニ

ス強化大会が開催されました。以下結果をお知らせしま

す。子どもたちの継続した努力の結果と外部コーチの皆

様のおかげです。ありがとうございました。

【代表の部 女子団体】

【３位】

久高萌楓 饒平名みう

玉城菜花 杉谷千里

田原 音 大城沙弥

砂川心音 大城美空
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糸満市陸上競技大会結果 ～より速く、より高く、より遠くへ‼～
8 月 11 日に糸満市中学生陸上競技選手権大会が西崎陸上競技場にて開催されました。一生懸命、最後まであ

きらめない姿に感動しました。地区陸上に向けてチーム一丸となり自己ベスト目指して頑張って下さい。

【１位】共通男子 ４００ｍＲ ４８秒２０ 仲門 響 山里 昴 新城愁人 上原三空

中２女子 １００ｍ １４秒２５ 城間ななみ

【２位】共通男子 １００ｍ １２″３３ 仲門 響

共通男子 ２００ｍ ２４″９７ 山里 昴

共通男子 ４００ｍ ５４″６８ 山里 昴

中２女子 ８００ｍ ２′４４″１７ 国吉梨々果

共通女子 走高跳 １ｍ４０ｃｍ 別府羽菜

中２女子 ４００ｍＲ ５７″４６

翁長眞希 城間ななみ 国吉梨々果 永井愛佳

【３位】中１男子 １００ｍ １４″０４ 金城武琉

共通男子 ２００ｍ ２５″２３ 仲門 響

共通男子 １５００ｍ ４′４２″９９ 新城愁人

中１男子 １５００ｍ ５′０７″８８ 金城武琉

共通男子 棒高跳 ２ｍ００ 大城一斗

中２男子 走高跳 １ｍ４０ｃｍ 上原幹央

中１男子 走幅跳 ４ｍ５０ｃｍ 上原颯馬

共通男子 走幅跳 ４ｍ９４ｃｍ 上原三空

共通女子 砲丸投 ８ｍ３９ｃｍ 山城立紗子

中１男子 ４００ｍＲ ５４″７８

上原颯馬 金城武琉 兼元 慶 家田修摩

共通女子 ４００ｍＲ ５６″６６

上原涼花 美底梨来 濱田りつ 別府羽菜

祝‼ 県制覇 女子バドミントン部
シングルス～ 1 位・2 位・3位～

8 月 18 日に第 41 回沖縄県中学校新人シングルスバドミントン選手権大会が開催されまし

た。糸満中のバドミントン部が 1 位～ 3 位まで独占するとういう圧倒的な強さです。おめ

でとうございます。今後もおごることなく、これまで指導していただいた（小・中学校）

関係者やお父さん・お母さんへの感謝の気持ちを忘れずに県内の中学生バドミントン選手

の見本となるような人間的な成長を期待し、九州・全国を目指して頑張ってください。

〔2年生の部〕【優 勝】伊敷妃菜美 【準優勝】新垣 瑠香 【3 位】大嶺 花奈

〔1年生の部〕【優 勝】金元 柚樹

女子バドミントン部 完全制覇
7 月 28・29 日に第 23 回島尻地区中学校バドミントン新

人シングルス大会が開催されました。以下結果をお知

らせします。今後、どのような成長を見せるか楽しみ

です。高い目標と継続した努力を期待します!

〔1年の部〕【優勝】金元柚樹

〔2年の部〕【優勝】伊敷妃菜美

【準優勝】新垣瑠香 【3位】大嶺花奈 金城未歩

男子卓球部 個人 2位・3位
8 月 9 日・10 日に第 35 回島尻地区中学校卓球一・二

年生大会が開催されました。以下結果をお知らせしま

す。今後の更なる飛躍を期待します。

【男子シングルス二年生の部】

【２位】兼城 康輔

【３位】仲田 蒼士

照屋 之寿

第 48 回全沖縄ジュニア陸上競技選手権大会
【８月２６日 開催】県での活躍、見事な記録です。おめでとう‼
女少年Ａ 走高跳 ２位 １ｍ５０ｃｍ 別府 羽菜

女少年Ａ 砲丸投 ３位 ７ｍ８６ｃｍ 山城立紗子


