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～  部 活 動 特 集 ～ 

さあ、待ちに待った夏の大会！ 燃やせ大中魂！ 
 

青田を渡る風もさわやかな季節となりました。学校では新型コロナウイルス感染防止対策を取り

つつ、学校における「新しい生活様式」を意識しながら、学習に、部活動に取り組んでいます。 

さて、ようやく市郡中総体の運営と組合せが決まりました。中学校生活最後の年を迎えた３年生

の気持ちを考えた、部活動として集大成となる大会をとの思いで、このたびは開催されます。また、

新型コロナ対応を念頭に入れ、入場制限、応援制限を行い、試合数、試合時間にも配慮した特別な

運営となっております。勝っても県大会はありませんが、自分の力を、チームの力を試す場がある

ことに喜びを見いだし、最終大会に目標を定め、前向きに練習に取り組んでいます。 

今、部活動強化期間となり、各部とも練習に一層熱が入ってきています。応援団も組織され練習

が少しずつ始まっています。市郡総体ムードが次第に高まってきました。部活動を通して、技の上

達はもとより、集中力や粘り強さなど個々の精神力の鍛錬、チームプレーの上達など仲間との協力

や調和、支え合いなどチームワークの向上を目指しています。心身ともに豊かでたくましい大中生

になることを願い、頑張る生徒たちに、皆様の温かいご支援、声掛けをよろしくお願いいたします。 

 

                                                

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

     

 

 

 

 

 

 

 

             自分たちらしく 

               応援団長 

                宮○ ○大 さん 

 

この中総体は、３年生にとって集大成の大会です。 

自分に打ち勝ち、思いっきりプレーをしてください。 

僕たち応援団も選手の皆さんが勝てるように、全力で 

エールを送りたいと思います。苦しい場面もあると思 

［ほっとタイム］ 
各主将の笑

顔が、とっても
ステキでした。
希望にあふれ

ていました。撮
影時のかけ声
は「ガッツだ
ぜ！」です。「思
いきり試合し
てこいよ!!パワ
フル魂で!!」 

主 将 の 意 気 ご み 

《市郡中学校総合体育大会の 
激励会は 生徒と保護者で》 

 

新型コロナウイルス感染拡大

防止対応により、地域の皆様のご

参加を遠慮させていただきます。 

 ご理解、ご了承のほどお願いい

たします。 

保護者、ご家族の方のみ、参加

できます。(ただ今参加人数を確認中です) 

7/10（金）１４時 体育館  

一本入魂  

女子剣道部 主将 前○ ○子 さん 

今年は新型コロナウイルスの影響もあり、面をつ 

けた練習をほとんどすることができませんでした。面をつけることが

できるようになってからも、手ぬぐいを使った専用のマスクをつけた

り、練習時間が限られていたり、以前のような練習はできていません。

しかし、このようなルールの中でもみんなで一生懸命練習してきまし

た。今まで経験したことのないこの状況の中、試合ができる喜びと共

に、教えていただいた先生やコーチの方々に感謝して、部員全員で精

いっぱい頑張りたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。 

    気魄
き は く

・集中・慎重 

～最初で最後の団体戦～ 

女子卓球部 主将 後○ ○花 さん 

卓球部は今年度女子２名、男子７名の新入部

員が加わり１２名となりました。今回の総体で、私たちは団体

戦に出場します。私にとっては最初で最後の団体戦になるので、

頑張りたいです。また、今回男子の団体出場ができませんが、

個人戦で２、３年生が活躍する姿を見せられたらいいと思って

います。 

私が卓球部の主将でいられるのもあと少しです。特に、１年

生には教えてあげることが少なく、申し訳ないと思っています。

でも、皆さんはこれからの努力次第でどこまでも伸びます。頑

張って強くなってください。 

最後に、温かく見守ってくれた家族や地域の方々、ご指導し

てくださったコーチや先生方、大会ではよい結果を残せるよう

全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。 

応援団 
から 

 

全力疾走 

  ～自己ベストを目指して～ 

      陸上 主将 榮○ ○樺 さん 

今回の大会では、一人一人が、今までの練習の成果を発

揮し、自己ベストを出せるように頑張ります。 

練習の雰囲気はよく、集中するところはしっかりと集中

して取り組んできました。この気持ちのまま大会に臨み、

強い気持ちでスタートラインに立ちます。そして、全力で

最後まで走り切ります。応援よろしくお願いします。 

います。その時は楽しさに変えてください。応援団の

エールがきっと力になるはずです。 

 今まで培った練習の成果を発揮するときです。自分

たちらしいプレーをしてください。３年生は３年生ら

しく、１・２年生は先輩たちから教えられたことを生

かし、自分らしいプレーを見つけてきてください。 

 コロナの影響で応援には行けませんが、皆さんの勝

利を全校生徒で願っています。頑張れ、大中！ 

コロナ対策の中での大会への思い 

～初めての中総体、応援される側になって～ 

男子卓球部 主将 池○ ○己 さん 

僕自身は中総体は初めてですので、緊張の中、日々の

練習を頑張っています。今年はコロナ対策のため、上位大会の中止や会

場の入場制限などが行われており、「普通」だとは言えません。去年まで

は応援する側だった自分が、応援される側になって、「やっぱりちがうな」

と感じました。今大会では「楽しむ」「成果を発揮し、自分の力を試す」

を目標として頑張ります。これまで集中してやってきた分、本番はあせ

らず慎重に頑張りたいです。また、今大会で引退となる３年生の先輩へ

は、「コロナの影響があって思う存分にはできないかもしれないけど、全

力で戦ってほしい」と思っています。 

休校や延期をプラスに 

～「最後まで諦めない」野球を貫く～ 

       野球部 主将 山○ ○仁 さん 

今年度の初めは休校や練習時間の短縮の影響もあり、

練習が十分に行えませんでした。だから、皆、自主練習を頑張って力を付

けてきました。特に２年生はとても成長してきています。練習試合ではま

だ結果として表れていませんが、残りの練習をチーム一丸となって頑張り、

大会で力を発揮します。相手は男鹿東中と八郎潟中で、去年の春と夏の相

手です。去年のリベンジができるように全力で戦い抜きたいと思います。 

今年は新型コロナウイルスの影響がありながらも、「中総体」として正式

に大会を行えることに心から感謝しています。 

３年生にとっては最後の大会になるので、３年間の努力を全てぶつけ、

「最後まで諦めない」野球を貫き、大会を思い切り楽しみたいと思います。

応援よろしくお願いします。 

大潟中学校 
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 市郡中学校総合体育大会の組み合わせをお知らせします。各部員とも気持ちを最高にして、特に

３年生は最後の大会として、この大会に参加します。 

いつもであれば、「村民の皆様の温かいご声援を・・・」というところですが、次のとおり新型コ

ロナ対応をしております。ご理解の上、ご協力、ご了承を願いいたいします。 

試合時間及び試合開始時刻は、予定時刻です。進行状況による多少のずれはご了承ください。 

保護者の皆様には、メール配信システムを活用して大会結果を随時お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆野球（長沼球場・元木山球場・男鹿市営球場） 

 

(長)  Ａリーグ  (元)  Ｂリーグ  （男） Ｃリーグ 

①8:30 ③       

男鹿東  大 潟  八郎潟   羽城   天王   五城目一 男鹿南・潟西 井川義務  天王南 

        ※③は第２試合（男鹿東対八郎潟）終了１時間後に開始。 

 

長沼球場 ・・・ 優勝決定戦 

   １区 優勝決勝戦 試合開始（10：00）Ａの 1 位(１塁側) － ワイルドカード枠(３塁側) 

※ワイルドカード枠；各リーグ２位のチームから勝ち点等による選出 

     ２区 優勝決定戦 試合開始（13：00）Ｂの１位(１塁側) － Ｃの１位(３塁側)    

 

 

 

 

◆卓球（男鹿市総合体育館）   

           男女個人戦 競技開始 ８：３０（２・３年生による。トーナメント戦） 

           女子団体戦 競技開始 ８：３０ 

女子団体リーグ戦 

           

天王      羽城      井川義務     男鹿東    大 潟  

    

 

 

◆剣道（八郎潟中学校体育館） 

             女子団体戦 競技開始  ９：００（予選リーグ、決勝戦、３位決定戦） 

             女子個人戦 競技開始 １１：０５（２・３年生によるトーナメント戦） 

      女子団体予選リーグ Ａ              Ｂ 

           

天王      大 潟    五城目一   八郎潟     羽城 

      

 

 

◆陸上（元木山陸上競技場） 

競技開始 ９：３０（※1 年 100ｍ、2 年 100ｍ、共通 400ｍ、 

                        1 年 1500m、低学年 400m リレー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日（水）ＰＴＡ授業参観日（全体会、懇談） 

カジュアルデー 全校朝会 

２日（木）生活アンケート 歯科検診 

３日（金）３年実力テスト  

スクールカウンセラー来校 

７日（火）眼科検診 ２年職場体験事前訪問 

８日（水）大中キラキラ塾 カジュアルデー 

１０日（金）総体激励会（体育館） 

１１日（土）市郡総合体育大会（１日目） 

１２日（日）市郡総合体育大会（２日目） 

１３日（月）振替休業日 

１４日（火）総体報告会 

１５日（水）大中キラキラ塾 カジュアルデー 

 給食試食会 ２年職場体験（～16 日） 

１６日（木）１年理科地層観察 

男鹿潟上南秋総合体育大会 １１日（土）・１２日(日)

（日） 

１日目 １１日(土) 
７ 月 の 主 な 行 事 予 定 

１１日(土) 

◎「陸上」競技への入場・応援上の 
留意事項・・・□特になし 

◎全競技共通の、運営上のお願い事項 
【会場への入場に関する制限事項】 

１．体調不良、体温が 37.5℃以上の場合は入場を控える。（すべての大会関係者） 

２．大会に関係する入場者は、氏名、連絡先等を事前に届ける。（選手、指導者等すべて。学校でまとめる） 

  （また、事前連絡しておらず、当日、入場する場合、所定の用紙に氏名等の届け出をしてもらう。） 

【観戦・応援時においてお願いしたい事項】 

１．マスク着用、手指消毒等の徹底 

２．声援の制限（声を出しての応援は控え、選手へは拍手で賞賛、激励を） 

３．他者との距離を保つ（ソーシャルディスタンスへの配慮を） 

４．屋内競技における定時換気（窓の開閉等への理解と協力を） 

５．全校応援など生徒たちの集団による応援は、しない。 

２日目 １２日(日) 

◎「野球」競技への入場・応援上の留意事項 
□観戦できる人は、部員の家族のみ。スタンドで。入れ替え制。応援者同士座席 1人分の間隔をあける。 

□メガホンや太鼓等の応援を補助する道具は、使用しない 

１日目 １１日(土) 

２日目 １２日(日) 

◎「卓球」競技への入場・応援上の留意事項 
□観戦できる人は、試合に出場する選手の保護者のみ。「体調セルフチェック用紙」を提出。 

□応援は拍手のみ。 

１１日(土) 

◎「剣道」競技への入場・応援上の留意事項 
□観戦できる人は、１・２年生部員の家族は１名まで。「入場者リスト」の作成に協力を。 
□観戦は、会場の２階部分で。         （※３年生部員の家族は２名まで） 

１６日（木）３年フィールドワーク 

１７日（金）英語検定 ２年総合「百姓踊り」 

２１日（火）生徒会委員会 

２２日（水）大中キラキラ塾 

２３日（木）海の日 夏季休業（ ） 

２４日（金）スポーツの日 

２７日（月）授業実施日（ ） 

１年校外学習  

 三者面談スタート（ ） 

２８日（火）１年校外学習

２９日（水）２年総合「百姓踊り」 

３０日（木）教育委員訪問 

３１日（金）夏休み前集会  

      メンタルヘルス講演会 

7月 


