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教育目標 ｢希望を持ち つながりを育み 主体的に努力する生徒の育成｣

平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度 広 島 市 立

第第第第 １０１０１０１０ 号号号号大州中大州中大州中大州中だよだよだよだよりりりり 大州中学校

新年の成長に向かって歩みだします

１２月１９日(水)～２１日(金)の三者懇談会では、師走のおいそがしい中御協力いただき、

ありがとうございました。大きな行事が連続する２期を力一杯がんばった生徒たちは、それ

ぞれのふり返りを踏まえ、御家庭の励ましをいただいて、来る年の飛躍をめざして努力を開

始するものと期待しています。

大州中の柱である生徒会も、役員選挙を経て１・２年生の新総務が編成され、冬休み中に

行われるトレセン会議の準備を進めています。旧総務役員からの大切な引き継ぎを受け、１

月からの本格始動に備える予定です。

いよいよ冬休みに入ります。年末年始は家庭や地

域の行事が多い時です。集団の一員としての役割を

自覚し、いろいろな人のつながりに支えられて生活

していることへの感謝を忘れず、健康に安全に過ご

してほしいと願っています。

また、懇談会での話にもあったと思いますが、規

律ある生活態度が身についているかどうかは学力の

向上と一致しています。学習の取組や部活動への参

加をおろそかにすることなく、自分の意志で生活リ

ズムを大切にして、中学生らしく充実した 16 日間
を送ってほしいと願っています。

来る１月７日(月)、大州中学校の全員がそろって、

元気に新しい年を歩みだしましょう。 １１月２１日の立会演説会の様子

平成24年度 これまでの表彰を紹介します

平成平成平成平成２４２４２４２４年度広島市中学校選手権 南区大会年度広島市中学校選手権 南区大会年度広島市中学校選手権 南区大会年度広島市中学校選手権 南区大会

ソフトテニス男子団体戦 第１位 櫻井・栗原・久野・亀原・出張・杉田・部村・大濵

個人戦 第１位 栗原・久野 第２位 櫻井・亀原

サッカー 第１位

ソフトテニス女子団体戦 第３位

バレーボール女子 第１位

軟式野球 第３位

平成平成平成平成２４２４２４２４年度広島市中学校選手権 市大会年度広島市中学校選手権 市大会年度広島市中学校選手権 市大会年度広島市中学校選手権 市大会

陸上競技 一部女子砲丸投 第３位 十川瑞生 ９ｍ１６㎝

一部男子走幅跳 第８位 北村直大 ５ｍ５３㎝

二部男子２００ｍ 第１位 福島舜也 ２６秒２６

水泳競技 女子１００ｍ平泳ぎ 第５位 江木 碧 １分２４秒７９

女子２００ｍ個人メドレー 第５位 廣瀨 愛 ２分４４秒０５

女子２００ｍ平泳ぎ 第６位 江木 碧 ３分０５秒９８

女子４００ｍ自由形 第７位 福永智子 ５分４３秒４５

女子１００ｍ自由形 第８位 廣瀨 愛 １分０７秒５１

ソフトテニス男子個人戦 第１位 栗原・久野 第３位 亀原・櫻井

- 2 -

ロボカップジュニアロボカップジュニアロボカップジュニアロボカップジュニア２０１２２０１２２０１２２０１２せとうちせとうちせとうちせとうちオープンオープンオープンオープン大会大会大会大会

サッカーチャレンジＡオープンリーグスーパーチーム 第１位 小田智也

サッカーチャレンジＡライトウェイトリーグスーパーチーム

第３位 徳永大地 第４位 佐々木・汐崎・三川組

サッカーチャレンジＡライトウェイトリーグ 第７位 三川・汐崎・佐々木組

第第第第５８５８５８５８回全日本中学校通信陸上競技大会 広島県大会回全日本中学校通信陸上競技大会 広島県大会回全日本中学校通信陸上競技大会 広島県大会回全日本中学校通信陸上競技大会 広島県大会

共通男子走高跳 第３位 双須涼佑 1ｍ73cm

第第第第３９３９３９３９回広島県中学校陸上競技選手権大会回広島県中学校陸上競技選手権大会回広島県中学校陸上競技選手権大会回広島県中学校陸上競技選手権大会

共通男子走高跳 第２位 双須涼佑 1ｍ73cm

第第第第４１４１４１４１回広島県中学校回広島県中学校回広島県中学校回広島県中学校ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会

男子個人戦 第１位 栗原・久野組

GOSENGOSENGOSENGOSEN杯夏季中学生錬成杯夏季中学生錬成杯夏季中学生錬成杯夏季中学生錬成ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス大会大会大会大会

男子３年生以下の部 第１位 栗原・久野組

男子２年生以下の部 第１位 竹之内・賀谷組 第２位 大濵・竹内組

みよしみよしみよしみよしドームカップドームカップドームカップドームカップ第第第第２２２２回中学生回中学生回中学生回中学生ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス大会大会大会大会

男子個人戦 第１位 栗原・久野組 第２位 亀原・櫻井組

中国中学校中国中学校中国中学校中国中学校ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会

男子個人戦 ３回戦進出 栗原・久野組

中国中学校陸上競技選手権大会中国中学校陸上競技選手権大会中国中学校陸上競技選手権大会中国中学校陸上競技選手権大会

共通男子走高跳 第10位 双須涼佑 1ｍ70cm

第第第第６０６０６０６０回 広島市中学校総合体育大会 南区大会回 広島市中学校総合体育大会 南区大会回 広島市中学校総合体育大会 南区大会回 広島市中学校総合体育大会 南区大会

ソフトテニス男子 団体戦 第１位

個人戦 第１位 栗原・久野組 第２位 亀原・櫻井組

バレーボール女子 第１位

サッカー 第２位

野球 第３位

バドミントン女子 団体戦 第５位

個人戦ｼﾝｸﾞﾙｽ 第３位 山本采奈

県吹奏楽県吹奏楽県吹奏楽県吹奏楽コンクールコンクールコンクールコンクール 吹奏楽部 Ｂ部門 銀賞

第第第第６０６０６０６０回 広島市中学校総合体育大会 広島市大会回 広島市中学校総合体育大会 広島市大会回 広島市中学校総合体育大会 広島市大会回 広島市中学校総合体育大会 広島市大会

陸上競技 １年男子総合 第６位 （１５点）

高学年男子走幅跳 第１位 北村直大 6ｍ03cm

高学年男子走高跳 第４位 双須涼佑 1ｍ70cm

高学年女子200ｍ 第８位 小田朋佳 28秒25

高学年女子砲丸投 第８位 十川瑞生 9ｍ48cm

ソフトテニス男子 団体戦 第１位 栗原･久野･櫻井･亀原･出張･竹内･大濵･部村

個人戦 第１位 栗原･久野組

第第第第６１６１６１６１回 広島県中学校総合体育大会回 広島県中学校総合体育大会回 広島県中学校総合体育大会回 広島県中学校総合体育大会

陸上競技 男子走高跳 第２位 双須涼佑 1ｍ81cm

男子走幅跳 第７位 北村直大 5ｍ76cm

ソフトテニス男子 団体戦 第３位 櫻井･亀原･栗原･久野･出張･部村･大濵･竹内
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第第第第１６１６１６１６回広島回広島回広島回広島ライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブ杯杯杯杯ジュニアソフトテニスジュニアソフトテニスジュニアソフトテニスジュニアソフトテニス大会大会大会大会

男子団体１部 第１位 部村、重永、大濵、竹内、竹之内、賀谷

平成平成平成平成２４２４２４２４年度 広島市中学校新人大会 南区大会年度 広島市中学校新人大会 南区大会年度 広島市中学校新人大会 南区大会年度 広島市中学校新人大会 南区大会

バレーボール女子 第２位

サッカー 第１位

ソフトテニス男子 個人戦

第１位 賀谷・竹之内組 第２位 田所・向井組 第３位 大濵・竹内組

ソフトテニス女子 個人戦 第６位 秋山・島本組

平成平成平成平成２４２４２４２４年度広島市中学校年度広島市中学校年度広島市中学校年度広島市中学校ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス南区南区南区南区１１１１年生大会年生大会年生大会年生大会

男子個人戦 第１位 多賀谷・木村組 第２位 平井・樋川組

平成平成平成平成２４２４２４２４年度 広島市中学校新人大会 広島市大会年度 広島市中学校新人大会 広島市大会年度 広島市中学校新人大会 広島市大会年度 広島市中学校新人大会 広島市大会

陸上競技 一部女子砲丸投 第３位 十川瑞生 9ｍ59cm

一部女子200ｍ 第４位 小田朋佳 29秒29

二部女子100ｍH 第３位 固屋菜摘 20秒24

ソフトテニス男子団体戦 第２位 部村･大濵･竹内･竹之内･重永･賀谷･向井･田所

ソフトテニス女子団体戦 ベスト16

水泳競技 女子200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 第４位 廣瀬 愛 2分45秒67

女子100ｍ自由形 第６位 廣瀬 愛 1分07秒66

男子 50ｍ平泳ぎ 第８位 佐多 忠 35秒54

男子100ｍ平泳ぎ 第８位 佐多 忠 1分18秒36

第第第第２０２０２０２０回広島県中学生回広島県中学生回広島県中学生回広島県中学生ジュニアソフトテニスジュニアソフトテニスジュニアソフトテニスジュニアソフトテニス選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会

男子団体戦 第３位

２０１２２０１２２０１２２０１２年度 安佐動物公園 第年度 安佐動物公園 第年度 安佐動物公園 第年度 安佐動物公園 第38383838回 動物作文回 動物作文回 動物作文回 動物作文・・・・詩詩詩詩コンクールコンクールコンクールコンクール

作文の部 佳作 市谷百繪 中山 茜 原田莉穂 城ヶ﨑あかね

詩 の 部 銀賞 中村 晶 兼本一輝

銅賞 河野光沙 津村泰基 上條拓未 秋成柚希

佳作 赤木大介 平岡拓馬 関元杏花里 内山譲

花房隆成 高橋るな 岡林莉奈

第第第第３４３４３４３４回少年回少年回少年回少年のののの主張広島県大会主張広島県大会主張広島県大会主張広島県大会、、、、第第第第４６４６４６４６回中学生話回中学生話回中学生話回中学生話しししし方広島大会方広島大会方広島大会方広島大会

優良賞 藤木優衣 『皆の笑顔は私が守る』

南区青少年健全育成大会 南区内中学生南区青少年健全育成大会 南区内中学生南区青少年健全育成大会 南区内中学生南区青少年健全育成大会 南区内中学生・・・・高校生高校生高校生高校生によるによるによるによる意見発表会意見発表会意見発表会意見発表会

意見発表 テーマ「未来」 藤木優衣 『皆の笑顔は私が守る』

第第第第５１５１５１５１回地図回地図回地図回地図ならびにならびにならびにならびに地理作品展地理作品展地理作品展地理作品展 広島市長賞 熊谷美咲

第第第第３２３２３２３２回広島市中学校英語暗誦大会回広島市中学校英語暗誦大会回広島市中学校英語暗誦大会回広島市中学校英語暗誦大会 演技賞 下河内茉彩

第第第第６６６６回文化回文化回文化回文化のののの祭典祭典祭典祭典（（（（中学校中学校中学校中学校のののの部部部部））））・・・・第第第第２９２９２９２９回広島市中学校総合文化祭回広島市中学校総合文化祭回広島市中学校総合文化祭回広島市中学校総合文化祭((((ｱｽﾃｰﾙﾌｱｽﾃｰﾙﾌｱｽﾃｰﾙﾌｱｽﾃｰﾙﾌﾟ゚゚゚ﾗｻﾗｻﾗｻﾗｻﾞ゙゙゙))))

話し方の部 優良賞 奥本華乃子 『金メダル』

優良賞 山本 采奈 『幸せの再認識』

第第第第６２６２６２６２回全国小回全国小回全国小回全国小・・・・中学校作文中学校作文中学校作文中学校作文コンクールコンクールコンクールコンクール 広島県審査 佳作 三輪和慶
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中学生中学生中学生中学生のののの税税税税についてのについてのについてのについての作文作文作文作文 広島東納税貯蓄組合連合会会長賞 秋山むつみ

中学生中学生中学生中学生のののの税税税税についてのについてのについてのについての習字習字習字習字 熊野筆事業協同組合理事長賞 大島菜々穂

広島東法人会会長賞 松井 遥

平成平成平成平成２４２４２４２４年度安佐動物公園動物作文年度安佐動物公園動物作文年度安佐動物公園動物作文年度安佐動物公園動物作文・・・・詩詩詩詩コンクールコンクールコンクールコンクール

銅 賞 河野光沙 津村泰基 中村 晶 上條拓未

２０１２２０１２２０１２２０１２年度広島修道大学作文年度広島修道大学作文年度広島修道大学作文年度広島修道大学作文コンテストコンテストコンテストコンテスト 中学生の部 佳作 下河内裕介


