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「Never give up！～つなげ絆、つかめ優勝！」 

絶好のスポーツ日和となり、澄み渡る青空の下で、第 25 回体育大会を開催しました。

今年度から、新しい種目として加わった「土生魂～新たな伝統の始まり～」は、ハカ

と呼ばれる相手に対して敬意や感謝の意を表する舞で、全員参加の集団演技として披

露されました。また、競技のトリとして行われた縦割りの男女混合リレーは、今年か

ら全学年５クラスになったことで実現したもので、これも大変な盛り上がりを見せて

くれました。選手は、どの競技も最後まであきらめずに全力を尽くしました。 

 

   

     

 

  

 

 

全員参加によるハカは、皆さんの気持ちが前面に出て、とても迫力がありました。

まさに伝統の始まり、これが土生中の伝統となり、後輩へと引き継ぎさらに素晴らし

いものになっていくことと期待しています。 

 

  

    

  

 

 

 

 競技に取り組む姿、仲間を応援する姿、係として責任を果たす姿、どれをとっても

素晴らしい感動の体育大会でした。これからもいろいろな活動に、土生魂を見せても

らえることを楽しみにしています。 

 

 

 

  

 

  部活動の皆さんやＰＴＡの方々を含め、約 280 名の参加による環境美化活動を実施

しました。学校周辺や日頃部活動で使用している場所や倉庫、校舎内の清掃・整備を

１時間程度行いました。たくさんの方にご協力いただきありがとうございました。 

 

  

   

  

 

 

 

  

   

   

 

 

 

  

 

本年度は宇都祐子様を講師に迎え、ＢＯＸフラワーを手作りしました。27 名の方に

参加していただき、お互いに協力しながらそれぞれ個性のある作品を制作し、楽しい

ひと時を過ごすことができ

ました。お忙しい中、準備に

あたってくださいました文

化委員の皆様、どうもあり

がとうございました。今回

の作品は文化祭で展示しま

すので楽しみにしておいて

ください。 

【３年生】優勝：５組 ２位：１組 ３位：２組、３組 

【２年生】優勝：３組 ２位：５組 ３位：１組 

【１年生】優勝：２組 ２位：１組 ３位：５組 

【表紙絵ｺﾝﾃｽﾄ】最優秀賞：小笠原 香(3-3) 

        優 秀 賞：久保津 花音(3-3) 



 

≪ 剣道部 ≫ 

岸和田市中学校総合体育大会  ８月９日 

 男子団体  優勝 

 ３年男子個人  山田 樹   優勝 

 ３年男子個人  小南 太駆   第３位 

 ２年男子個人  西田 真杜  優勝  

泉南地区中学校秋季大会  ８月 22 日 

 男子団体  準優勝 

 男子個人  西田 真杜  優勝 

 

≪ 陸上部 ≫ 

岸和田市中学校総合体育大会   ８月 22 日 

 男女総合 優勝（男子総合 優勝 /女子総合 優勝） ６連覇 

男共 100m  ２位 福井 清流    男共 200m 優勝 西村 駿輝 

男共 3000m  優勝 森田 航史    男共走髙跳 優勝 川﨑 遼太  

男共リレー ２位 松井・川﨑・山本・西村 

男低リレー 優勝 唄・中平・丸山・野田 

男共走幅跳 優勝 野田 夏矢    男 1年 100m 優勝 中平 吏紀斗 

男 1年 200m ２位 丸山 翔生    男 1年 1500m 優勝 荊木 淳志 

男１年走幅跳 優勝 奥 光佑    男１年砲丸投 ３位 井上 楓麻 

女共 200m ３位 宮城 花音    女共 1500m 優勝 山本 紗耶花 

女共 100mJH ３位 西村 瑠衣    女共走高跳 ３位 北野 実歩 

女低リレー ３位 寺坂・山口・長尾・藤原 

女共走幅跳 ２位 谷本 祈    女 1年 200m ３位 正垣 遥羽 

女 1年 800m ２位 稲垣 結衣    女１年走幅跳 優勝 石井 愛莉咲 

女１年砲丸投 ３位 吉川 美奈 

大阪中学校総合体育大会陸上競技の部 泉南地区予選   ８月 24 日 

 男子総合 優勝  男女総合 準優勝 

 男１年 100m ２位 中平 吏紀斗    男２年 100m 優勝 福井 清流 

 男３年 100m ２位 西村 駿輝    男２年 200m 優勝 川﨑 遼太 

 男２年 110mYH 優勝 山本 亮汰    男２年砲丸投 ２位 田中 綾 

 男 2.3 年走高跳 ３位 清水 竜登   

 男共リレー 優勝 山本・川﨑・野田・西村  

 男１年リレー 優勝 丸山・錦見・河合・中平 

 女２年 200m ３位 宮城 花音   女１年走高跳 ３位 山下 珠理 

 女１年リレー 優勝 山下・山口・長尾・峰  

 

 

≪ ハンドボール部 ≫ 

岸和田市中学校総合体育大会  ８月 22日  

 女子の部  土生中学校Ａ  優勝 

 女子の部  土生中学校Ｂ  準優勝 

２年生男子の部    準優勝  

 

≪ 女子バレーボール部 ≫ 

岸和田市中学校総合体育大会  優勝  ８月 23 日  

泉南地区中学校秋季大会  優勝  ８月 27 日  

 

≪ ソフトテニス部 ≫ 

岸和田市中学校総合体育大会  ８月 23日 

 １年女子個人 田鍋、髙浪ペア  優勝 

 

≪ 卓球部 ≫ 

岸和田市中学校総合体育大会  ８月 30日 

 団体戦男子  第３位 

 ２部リーグ  土生中学校Ｂ  第３位 

 ２年男子個人戦 富田 凌生  第３位 

 

≪ 柔道 ≫ 

岸和田市中学校総合体育大会  ８月 30日 

 ２年重量級  松阪 章孝  優勝 

 ３年重量級  森井 康太  第３位 

 

≪ 硬式テニス ≫ 

泉南地区中学校秋季大会  ８月 21 日  

 １年シングルス  福井 愛乃   準優勝 

 

≪ 水泳 ≫ 

泉南地区中学校水泳競技大会  ８月 23日  

 100m 自由  大佛 優来   準優勝 

 

 

 

 


