
 

「体育大会を終えて」 

                                      体育科長 山田 真利 

 体育大会も終わり、いよいよ秋の気配を感じる季節になりました。今年の体育大会では台風の影響や、大雨に

よる警報など例年以上に準備期間が少ない中で本番を迎えました。我々としてもこの短期間の中で保護者や、地

域の方々に披露できる演技ができるのかと不安な日々を過ごしましたが、３年体育科担任である平野先生や指揮

者である藤尾君を筆頭に３年生が大きな責任感とリーダーシップを発揮し、見事な集団演技を披露してくれまし

た。部活動では、三重県で行われた全国高校総体において陸上競技部の柴田君が走り高跳びで優勝を果たし、久

保田君が１１０ｍHで３位に入賞するなど大きな成果を上げました。バレーボール部においても予選リーグを突

破し決勝トーナメントに進出する活躍をみせました。今後は福井県で行われる国体に陸上競技部の柴田君、久保

田君、藤原君、島田君が出場します。またバレーボール部、サッカー部は最後の全国選手権に向けた県予選、野

球部は春の全国高校野球に続く秋季大会、バドミントン部・柔道部は新人戦などがすでにスタートしています。 

各クラブで切磋琢磨し全国の舞台に社の名を轟かせましょう 

 

☆全国インターハイ報告 
  

 今年度の「２０１８彩る感動東海総体」に、陸上競技部と男子バレーボール部が出場しました。７月２７日 

「三重県営サンアリーナ・スポーツの杜伊勢体育館」で男子バレーボール部が試合を行い、予選リーグに勝利し

、決勝リーグに進みました。また、８月２日～「三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場」では、陸上競技部の

選手が出場し、走高跳び、110mハードルで優秀な成績をおさめました。活躍してくれた男子バレーボール部と陸

上競技部の選手にインターハイを終えての感想を聴きました。 

 

【陸上競技部】                   

全国第１位   走高跳び ：柴田涼太郎（３年） 記録：２ｍ０９ 

 

今回の全国インターハイで、私は優勝することができました。 

決勝では、今までにない３時間以上の戦いとなり、初のジャンプオフを経験し、

すべてが初めてのことばかりでした。緊張感もありましたが、応援してくれてい

る仲間、今まで指導していただき見守ってくださった先生方のお陰で優勝を掴む

ことができたと思います。自分を支えてくれたみんなに感謝の気持ちでいっぱい

です。また、この優勝をきっかけに、私には新たな目標も増えました。 

国体・U-20日本選手権を制し、３冠を取って完璧な日本一になろうと思います。 

そして、日本だけでなく、世界で通用する選手になります。 

応援ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。 

 

全国第３位    110ｍH ：久保田太一（３年） 記録：１４’１２” 

 

初めて挑んだ全国インターハイでは、３位という悔しい結果で終わりました。 

やはり、全国のレベルは高く、自分の力不足ということを痛感しました。しかし

、今回の大会では、これまでのどの大会よりも多くの経験をすることができたと

思います。また、自分の競技日まで、サポートをしてくれたり、コンディション

を一緒に整えてくれた仲間がいることや、応援してくれる人がいることの有難さ

、心強さを実感することができました。今回のインターハイでは、支えてくださ

った方々に、結果で恩返しをすることが出来なかったので、これから行われる国

体やU-20日本選手権で結果を出して、今回の分まで恩返しできるよう練習に取り

組んでいきます。たくさんの応援、本当にありがとうございました。 
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【バレーボール部】 
  

今回の全国インターハイの結果は、予選で新田高校にフルセット2-1

で勝利し、決勝トーナメントに進出することができました。決勝トーナ

メントでは、駿台学園に0-2で敗れてしまい、ベスト８進出という目標に

は届きませんでした。それでも、試合当日は、社高校の生徒・先生方・

保護者の方々に会場まで足を運んでもらい、大きな声援と様々なサポー

トをしていただき、多くの方に応援してもらっていることを改めて感じ

た大会になりました。そして、全国の舞台を肌で感じることができまし

た。インターハイでの課題をこれからの練習で取り組み、チーム力をさ

らに上げて、次の選手権大会でもう一度、全国の舞台に立ちます。 

たくさんの応援本当にありがとうございました。 

これからも応援よろしくお願いします。 

 

 

☆第70回体育大会が行われました 

 
 ９月１２日（水）第７０回体育大会が実施されました。不安定な天候ではありましたが、体育大会当日は予定

通りに全種目を実施することができました。体育科演技では、３学年全員で心を一つに練習してきた集団行動・

集団演技を、全校生・多くの保護者の方々や地域の方々に堂々と披露することができました。また、他のリレー

種目や綱引きなどでも、体育科の力強さを十分発揮することができました。生徒たちの様子は以下の通りです。 

 

 

 

 

 



 

☆教育実習生より 

 
９月１８日（火）～１０月５日（金）まで教育実習を実施しています。後期は大学３年生、２人の実習生が、

３週間実習を行っています。将来、教員を目指す実習生には、実際に現場を経験し、教員として必要な資質・能

力とは何かを感じながら、自分の夢のために、様々な場面で積極的に学んでもらいたいと思います。実習生の２

人からのメッセージは下記の通りです。 

   

 

   角田 滉貴（つのだ こうき） 

 

 
 順天堂大学から参りました、角田滉貴と申します。専門競技は、陸上競技の高

跳びです。私は、母校である社高校での教育実習で、これまで大学で学んだ教職

課程のすべてが出せるように頑張りたいと思っています。そして、よりよい授業

を３週間するために、先生方のご指導のもと、様々なことを学び、授業を完成さ

せていきたいです。また、大学では、陸上競技について深く学びながら、多くの

研究を行っています。そのため、高い知識を持ち指導することができると思うの

で、何か聞きたいことがあれば、気軽に話しかけてください。３週間という短い

間ですが、一人でも多くの人と話せるように精一杯頑張りますので、よろしくお

願いします。 

 

 

田中 恵樹（たなか けいじゅ） 

 

 
 環太平洋大学から参りました、田中恵樹と申します。陸上競技部で専門種目

は400mです。この教育実習では、現場での責任感と良い緊張感を持ち、先生方

から指導力を学び、同じ教育実習生からもいろんなことを吸収し、少しでも自分

の力にしていきたいと思っています。そして、将来自分が教育現場に立った時に

、この経験が活かせるように３週間頑張ります。生徒のみなさんには、校内で出

会ったときは気軽に声をかけてもらいたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

☆今後の試合予定 

 

 野 球  

 
 平成30年度 秋季兵庫県高等学校野球大会 

 

  9月23日 3回戦 VS  関学 

  9月29日 準々決勝  10月6日 準決勝（明石球場）  10月7日 決勝（明石球場） 

 

 

  サッカー  

 
   選手権予選 9/22（土）３回戦 

   

    県リーグ参入戦 9/29（土）・10/6（土）・10/8（月） 

 

 



☆試合・大会結果 
 

 野 球  

 
第100回全校高等学校野球選手権記念西兵庫大会    

 

7月21日 4回戦 VS 津名高校２－０  7月23日 準々決勝 ２－４  ベスト８ 

  

   平成30年度 秋季兵庫県高等学校野球 播淡地区大会 Aブロック 

 

    8月17日 1回戦  VS  洲本    ４－０    8月19日 2回戦 VS 明石南 ３－０ 

    8月21日 準決勝 VS 明石清水 ９－４    8月25日 決勝  VS 白陵  ７－０（8回ｺｰﾙﾄﾞ） 

     

   平成30年度 秋季兵庫県高等学校野球大会 

 

    9月15日 1回戦 VS 小野 ４－０       9月17日 2回戦 VS 津名  ２－１ 

 

  バレーボール  

 

   7月22日～24日 平成30年度近畿高等学校バレーボール優勝大会  会場：箕面ｽｶｲｱﾘｰﾅ  ベスト８ 

       VS 西城陽（京都）2-0（25-16･25-23） 

       VS 昇陽 （大阪）2-0（25-19･25-13） 

       VS 洛南 （京都）0-2（16-25･12-25） 

 

   7月26～30日 平成30年度全国高等学校総合体育大会バレーボール競技 会場：三重県営ｻﾝｱﾘｰﾅ 

     ＜予選リーグ＞ 

       VS 新 田 （愛媛）2-1（27-25･19-25･25-21） 

     ＜決勝リーグ＞ 

       VS 駿台学園（東京）0-2（17-25･16-25） 

   

  

  陸上競技   

  
  8月2日～  平成30年度全国高等学校総合体育大会陸上競技 

 

      走り高跳び   柴田 涼太郎  第１位 

      110mﾊｰﾄﾞﾙ    久保田 太一   第３位 

 

     9月14日～16日 近畿高等学校ユース陸上競技対抗選手権大会（奈良県鴻ノ池陸上競技場） 

 

      400mH 飯牟田 空良 （１年） 第１位（大会新記録） 

      棒高跳 吉田 肖聡 （２年） 第２位 

走幅跳 島田 拓実 （１年） 第２位 

      走高跳 武政壮之助  （１年） 第２位          １年生男子総合３位 

      400ｍ  下方 崇生 （１年） 第３位 

      110mH  飯牟田 空良 （１年） 第６位 

      棒高跳 片岡 幸大 （２年） 第７位 

      三段跳 田中健太郎 （１年） 第７位 

      

 

 バドミントン  

 

      8月16日･18日 県新人大会東播地区予選個人戦 （加古川総合体育館） 

        

シングルス   中田 大地    優 勝  

ダブルス    中田・藤本ペア  第３位  



 

 

☆１０月の予定 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

     
 

 

寮閉鎖 

 

８ ９ 10 11     12 13 14 

体育の日 

 

考査1週前 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 

   

 

15 16 17 18 19 20 21 

  

中間考査① 中間考査② 中間考査③ 中間考査④   

22 23 24 25 26 27 28 

  ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 
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