学校教育目標
〇さわやかな生き方を育てる
〇賢く考える力を育てる
〇豊かな心を育てる
〇健やかな身体を育てる

令和元年度 帯広市立帯広第八中学校 学校便り 第７号 令和元年７月９日

校長 能戸 貴英

６月２７日（木）に、帯広市合同陸上大会が、２９日（土）、３０日（日）には帯広市中体連夏季大
会が、陸上部は通信陸上大会が行われました。また、７月６日（土）、７日（日）には、全十勝夏季中
体連大会が実施された競技もありました。今週末も３年生最後の十勝大会があります。(野球は 13 日
11:00 から帯森で準決勝一中戦です。)出場する選手は最後まであきらめない戦いを、応援する人も最後
まで声援を送り続けてほしいと思います。

・特別支援学級合同陸上競技会（帯広の森陸上競技場）
【総合の部】第５位

【男子の部】第３位

【リレーの部】第３位

【女子の部】第５位

工藤大智君・戸成しづかさん・岡久大希君・
柏浦榛日さん・熊谷拓夢君出場

【男子】走幅跳

第５位

【女子】100m

第４位

400m 第４位

熊谷拓夢君（3m75cm）、ハンドボール投げ

第３位

戸成しづかさん（16”75）、走幅跳

柏浦榛日さん（3m05cm）

第４位

熊谷拓夢君（23m12）

戸成しづかさん（1”27`67）

・バスケットボール（帯広の森体育館）「男女共に惜しくも第３位！」
【男子】２回戦 対翔陽中 50-43、準決勝 対西陵中 58-60、
３位決定戦 対帯四中 71-59
【女子】２回戦 対帯四中 61-44、準決勝 対翔陽中 53-64、
３位決定戦 対西陵中 69-58

・野球（伏古別公園野球場）
２回戦 対帯五中 ６－０

「 準決勝で強豪一中に惜敗、第 3 位、十勝大会出場！ 」
準決勝 対帯一中 １―２

・ソフトテニス（帯広の森テニスコート）
【団体戦 男子】学校代表の部

予選リーグ

対帯七中 0-3、対南町中 0-3（予選リーグ敗退）

低学年の部 予選リーグ ３勝（決勝トーナメント進出）
決勝トーナメント 準決勝 対南町中 1-2、 決勝 対帯一中 0-2
【団体戦 女子】学校代表の部
進出）、

準優勝

予選リーグ 対川西中 1-2、対八千代中 2-1、対帯五中 2-1（決勝リーグ

決勝トーナメント

低学年の部 予選リーグ

対南町中 1-2、対翔陽中 0-3

第３位

対川西中 1-2、対翔陽中 1-2（予選リーグ敗退）

【個人戦 男子】ベスト 32 田代翔太郎・中嶋諒組、桃井歩夢・蓑口遥斗組、山口千斗・山縣倖人組
（十勝大会出場）
【個人戦 女子】ベスト８ 鈴木陽菜乃・長谷川実来組（十勝大会出場）

・バドミントン（男子 帯四中体育館、女子 帯一中体育館）
「 女子ダブルスで佐々木愛純・冨久尾紗愛組が第３位、男女団体１部も第３位！ 」
【男子団体学校代表】１回戦 対帯五中 2-1、準決勝 対南町中 0-2
【女子団体学校代表】２回戦 対帯五中 3-0、準決勝 対南町中 0-2
【女子団体２部】八中Ａ

第３位

第３位
第３位

【女子団体 Jr】１回戦敗退

【個人戦】男子シングルス ベスト８ 工藤滉太君、 女子シングルス ベスト８ 福原悠奈さん
女子ダブルス 第３位 佐々木愛純・冨久尾紗愛組

令和元年度

帯広市立帯広第八中学校

学校便り

・バレーボール（緑園中体育館） 「 女子、決勝に進出するも惜しくも準優勝！ 」
【男子の部】合同中学校（八中）はオープン参加（対南町中 ２－０、対帯二中 ２－０ )、
【女子の部】２回戦 対帯五中 ２-０(25-15 25-19 )、準決勝 対西陵中 ２-１(22-25 25-18 25-21)
決勝 対南町中 0-2(13-25 13-25)

・サッカー（帯広の森球技場）
予選リーグ

１勝２分１敗

第３位、５・６位決定戦

対西陵中 1-0

第５位

・卓球（帯広市総合体育館）
【男子】予選リーグ

1 勝１敗（対翔陽中 0-5、対帯一中 3-2）

第 2 ステージ １回戦 対西陵中 0-3、５・６位決定戦 対緑園中 1-3 第 6 位
【女子】予選リーグ
第２ステージ

２勝１敗（対翔陽中 2-3、対帯一中 4-1、対西陵中 5-0）
１回戦 対帯四中 1-3、３・４位決定戦 対南町中 2-3

【男子個人の部】ベスト 32

横井宗一郎君、平塚珠蓮君

第４位

ベスト 64 掛端珀斗君、釜谷純君、

五十嵐睦輝君、川森大護君、柏木健輔君、石井啓暉君（以上十勝大会進出）
【女子個人の部】第５位 細澤咲良さん
ベスト 64

ベスト 32 佐伯海遥さん、堀内祐来さん、倉口遥那さん

南波朱李さん（以上十勝大会進出）

・通信陸上競技大会十勝大会（帯広の森陸上競技場）
【男子】松原蓮君 ３年 100m 第２位・200m 第６位(共に全道標準突破)､１年 100m 白幡佳大君 第８位
四種競技 矢本怜君 第７位

【女子】３年 100m 樂山愛乃さん 第６位、佐藤珠那 さん 第７位

２年 100ｍ 池田智縞さん 第７位、１年 100m 類家遥香さん 第６位、1500m 土井咲良さん 第７位
400mR 佐藤･類家･池田・井上 第４位（全道標準突破）

・サッカー（キックロスおとふけ）
１回戦

対芽室西中 １－２

・卓球（帯広市総合体育館）

「 女子個人で佐伯海遥さんがベスト８！ 全道大会（富良野）に進出! 」

【男子団体の部】予選リーグ敗退

１勝１敗（対池田中 0-3、対更別中 3-0）

【女子団体の部】予選リーグ第２位
第２ステージ

２勝１敗（対札内東中 0-3、対共栄中 3-0、対南町中 3-1）

１回戦 対帯四中 0-3

【女子個人】ベスト８ 佐伯海遥さん

・バドミントン（男子 札内スポーツセンター、女子 芽室総合体育館）
【男子団体】１回戦 対御影中 2-1、２回戦 対南町中 0-3
【女子団体】２回戦 対西陵中 3-0、準々決勝 対下音更中 0-2
【個人戦】男子シングルス

ベスト 32

女子シングルス

ベスト 32

女子ダブルス

ベスト８

須藤駿君、男子ダブルス

ベスト 32

武田啓汰・佐藤蓮組

大道あやめさん
佐々木愛純・冨久尾紗愛組、ベスト 16

鈴木彩花・佐々木愛珠組

・剣道（音更サンドーム） 「女子団体、惜しくも準優勝！ 女子個人立山さん、全道まであと一歩！」
【男子団体】予選リーグ 1 勝１分、決勝トーナメント

対翔陽中

1-3

第3位

（野村昌道・相澤槙吾・江畠瞭・飯作誠一郎・山田泰千）
【女子団体】２勝１敗 準優勝（立山すみれ・佐藤こはく・石田直・三宅里歩・秋本愛華）
【男子個人】3 回戦敗退

野村昌道君

【女子個人】ベスト８

立山すみれさん

・ソフトボール（音更町営ソフトボール場）

「 優勝おめでとう!! 帯八市内合同チーム～八中、五中、南町中、緑園中、川西中、上美生中 」
リーグ戦 対緑南中 18-0、対豊頃中 7-0、札内・札内東・幕別中 12-1、対下音更中 5-1

・ソフトテニス（帯広の森テニスコート）
【団体戦 男子】予選リーグ 対幕別中１-２、対緑南中 0-3（予選リーグ敗退）
【団体戦 女子】予選リーグ 対翔陽中 0-3、対清水中 2-1（予選リーグ敗退）

・柔道（音更町総合体育館）
【男子個人】５０kg 級

津端雄大君

1 回戦敗退

