
 

「その舞台へ」 

体育科長 西本高丈 

 

６月に入り、各部総体を迎え忙しい日々を過ごしていると思う。全国へ出場するというのは険しく厳しい道の

りだが、その舞台は華やかで、気高い。 

 自分自身が掲げてきたその目標を達成するために、毎日を過ごしてきたと思う。そしてその目標を達成するこ

とで自分の人生が大きく変わるきっかけになることも、みんなわかっていると思う。だから、その一瞬一瞬に緊

張が走り、杞憂になり、怖くなる。 

 改めて言う。結果は後からついてくるもの。大切なのは、その時どう動くか。みんなは、その瞬間どう判断す

るかを鍛えてきたはずです。だから大丈夫。 

 ND ソフトスタジアム山形、山形市総合スポーツセンター第１体育館、鶴岡市小真木原総合体育館及び藤島体

育館、郡山総合体育館、そして甲子園が待っている。さあ、行こう！ 

 

 

☆教育実習生より 
 

 小苗 賢勇 （こなえ けんゆう） 

 

天理大学国際学部の小苗賢勇です。 

大学では主にアジア・オセアニアについて学んでおり、教師になるために保健体育科

の科目も勉強しています。専門競技は柔道です。教育実習では、色々な先生方の指導

を見て、良い所をどんどん吸収して、３週間後には自分オリジナルの指導法が確立で

きるように頑張ります。僕は、スポーツが得意、不得意関係なく１対１の指導を行う

ので、競技力向上、苦手克服を目指しましょう。 

 

 

坂田 悠紀 （さかた ゆうき） 

 

みなさんこんにちは。大阪体育大学から参りました坂田悠紀です。高校時代はバレ

ーボール部に所属し、大学でもバレーボールを続けています。この実習では、体育教

師としてどのような指導をして教育をするのかをしっかり学び、大学卒業後に教員に

なる時に、社高校体育科の先生方のように立派な教員になれるようにこの実習で大き

く成長できたらと思います。みなさんとしっかり会話をして交流を深めていきたいと

思っています。私が高校生の時の社高校の様子なども聞きたい人がいれば、ぜひ話し

掛けにきてください。 

 

 

西山 貴裕 （にしやま たかひろ） 

 

日本体育大学体育学部社会体育学科より参りました西山貴裕と申します。担当教科

は、保健体育です。専門競技はバドミントンです。大学では、一流の指導者のもと、

生徒の競技力能力の育成方法、一人間として社会に出た時に必要な人間力の育成を学

んでおります。３週間という短い間ではありますが、皆さんが少しでも保健体育に魅

力を感じてもらえるよう精一杯頑張りますのでよろしくお願い致します。 
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丸山 壮二郎（まるやま そうじろう） 

 

天理大学体育学部から参りました丸山壮二郎です。専門競技は柔道です。話すこと

が好きなので、聞きたい事や相談事でも何でも話してください。何かアドバイスや協

力できることがあればしていきたいと思っています。３週間よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

☆６月の予定【部活動】 

 

 陸上競技部                    柔 道  

 

 6月15日～18日                    6月9日～11日 

   近畿インターハイ（西京極陸上競技場）         兵庫県総合体育大会 

 

  バドミントン                   サッカー  

  

  6月2･3･4･9日                    東播リーグ Ａチーム １部 

   兵庫県総合体育大会 シングルス・団体戦      12節 6/10  VS 三木（明石北G） 

     （尼崎ベイコム総合体育館）          13節 6/24  VS 小野（社 G） 

                             

                           東播リーグ Ｂチーム ２部 

  バレーボール                                  11節  6/3  VS  多可  （多可G） 

                            12節  6/11 VS  北条  （社 G） 

  6月3･4日・7･8日                   13節  6/17 VS  明商  （明商G） 

  兵庫県総合体育大会                 14節  6/24 VS  明石高専（明南G） 

（加古川総合体育館） 

 

☆試合・大会結果 

 

 陸上競技部  

                  

5月13日･14日 東播総体（加古川陸上競技場）  

男子総合 第1位 136.5点  

 

4×100mR 第1位 41"57(大会新) 八種競技 第1位 成松    遼(2) 4966点 

4×400mR 第1位 3'18"34(大会新)  第2位 山形  翔希(3) 4823点 

200m  第1位 丘田  龍弥(3) 22"03 100ｍ 第2位 丘田  龍弥(3) 10"93 

  第3位 細見  洸太(3) 22"35 400m 第2位 竹内 涼城(1) 49"62 

110mH  第1位 徳岡    凌(3) 14"60 走幅跳 第3位 近藤  勇(1) 6m61 

400mH  第1位 松岡  玄輝(3) 53"57 三段跳 第3位 松本  恵輔(3) 13m67 

走高跳    第1位 内橋  諒人(3) 1m95 

                    

   5月26日～28日 県総体（ユニバー記念競技場） 男子総合 優勝!  

    

   男子110mH  1位 徳岡 凌（3年）＜大会新＞   

男子 200m   1 位 丘田龍弥（3 年） 6 位  細見洸太（3 年） 

男子 400mH   2 位 藤原 誉（2 年）   5 位  松岡玄輝（3 年） 

男子高跳    7 位 内橋諒人（3 年）  

男子八種競技  5 位 成松 遼（2 年）  

   男子100m    1位 丘田龍弥（3年） 

   男子3段跳   3位 松本恵輔（3年） 

男子 4×100mR  1 位  男子 4×400mR  3 位    

   男子棒高跳  3位 吉田肖聡（1年）                           裏面へ･･･ 



  柔 道  

 

  5月5日 

   全日本ジュニア柔道体重別選手権大会予選 

       60㎏級 長谷川晃己 ベスト８ 

     73㎏級 砂田 隆晟 2回戦敗退 

     90㎏級 内田 健太 2回戦敗退 

    100㎏超  琴岡 歩夢 2回戦敗退 

 

 

   野 球                      バドミントン  

  

   平成29年度春季播淡地区高等学校野球大会               5月3日・4日 

   5月3日４回戦 VS 神港学園 15－５        兵庫県総合体育大会東播地区予選（シングルス） 

    5月5日準決勝 VS 明石商業 ６－０          優勝 中田 篤志 

 5月6日決勝  VS 報徳学園 ２－５         ２位 永恵 康資 

                             ３位  中田 大地 

 サッカー                     兵庫県総合体育大会東播地区予選 （ダブルス） 

                           優勝 中田・永恵組 

 兵庫県高等学校総合体育大会             ２位 香山・高橋組 

                              ３位  競 ・竹田組 

5月 6日(土) 2回戦 VS 淳 心 ２－１            

5月13日(土) 3回戦  VS 県西宮 ０－２        5月27･28日 

                            兵庫県総合体育大会 （ダブルス） 

                              ベスト８  中田・永恵組 

                                    香山・高橋組 

                                         

☆６月の行事 

月 火 水 木 金 土 日 

   １ ２ ３ ４ 

    
歯科検診 
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進研マーク模試 
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