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防府市立華陽中学校
747-0834

山口県防府市田島719-2
TEL 0835-22-1049
FAX 0835-22-4683
子どもたちに育みたい「３つの力」
① 気持ちのよいあいさつをしよう
② 時間を守ろう
③ 黙って掃除をしよう

華陽中学校ホームページアドレス
（http://www.cable.ne.jp/~hofukayo）
スマホ等で右のＱＲコードを読み取ると簡
単にＷＥＢページが閲覧できます。

熱中症などの健康面が心配されましたが、
生徒全員が一致団結して、体育祭の成功をめ
ざして毎日練習に励んでいます。引き続きご
家庭でも、水分の準備や十分な睡眠等の規則
正しい生活が送れるよう、ご協力をお願いし
ます。

夏休み中も 華陽中生徒 大活躍！！

夏休みが終わり、たくさんの元気な笑顔が学校に戻ってきました。いよいよ二学期が始まりました。始業式の後、夏休み中の各種大会等の結
果を披露しましたが、その場では紹介しきれないほど多くの生徒が様々な場面で活躍しました。その活躍を紹介します。
【山口県選手権大会】
○水泳部
男子団体 １位
400ｍﾘﾚｰ １位(岡谷・和田・水谷・牧野)
400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ １位(
〃
)
男子50m自由形 １位 岡谷 開翔さん
〃
２位 牧野 佑飛さん
男子100m自由形 １位 牧野 佑飛さん
〃
３位 水谷 太一さん
男子100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ １位 岡谷 開翔さん
男子200m自由形 ２位 水谷 太一さん
【山口県学校合奏コンクール】
○吹奏楽部 吹奏楽部門 金賞
【全日本吹奏楽コンクール山口県大会】
○吹奏楽部 吹奏楽部門 金賞
【山口県夏季中部中学生卓球大会】
○卓球部
SA級男子シングルス ３位 待鳥 勇鳳さん
1年男子シングルスC ３位 橋岡 史弥さん
1年女子シングルスB １位 山本 鈴さん
【山口県中学生ソフトテニス研修大会】
○女子ソフトテニス部 団体 １位
【第19回夏季中学校錬成大会 兼 高松杯争奪
野球大会】
○軟式野球部 １位
【山口県体育大会】
○水泳部
男子団体 １位
男子50ｍ自由形 １位 岡谷 開翔さん
〃
２位 牧野 佑飛さん
男子100ｍ自由形 １位 牧野 佑飛さん
〃
２位 水谷 太一さん
男子200ｍ自由形 ３位 水谷 太一さん
200ｍﾘﾚｰ １位(岡谷・和田・水谷・牧野)
400ｍﾘﾚｰ １位(
〃
)
400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ １位(
〃
)

【防府市中学校秋季体育大会】
○サッカー部
２位
○ソフトボール部 ２位
○ｿﾌﾄﾃﾆｽ部 女子団体の部 ２位
○男子卓球部 個人の部 ２位 待鳥 勇鳳さん
３位 下田 太陽さん
○女子卓球部 団体の部 ２位
個人の部 ３位 森塚 星空さん
○柔道部 男子団体 ２位
男子50kg級2年 １位 竹谷 優さん
男子55kg級3年 １位 吉田 貴哉さん
男子73kg級3年 ２位 竹谷 一成さん
男子81kg級3年 １位 三浦 楓さん
女子1・2年
２位 内田 柚菜さん
女子1・2年
３位 竹内 結理さん
○水泳部 男子50ｍ自由形 １位 水谷 太一さん
100ｍ自由形 １位 水谷 太一さん
200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ１位 牧野佑飛さん
女子50ｍ自由形 ２位 木村茉里奈さん
100ｍ平泳ぎ １位 木村茉里奈さん
【防府天満宮誕辰祭奉納柔道大会】
○柔道部
団体戦中学生男子の部 ２位
中学生男子60kg以下の部 ３位 竹谷優さん
〃
〃 吉田貴哉さん
中学生男子61kg以上の部 １位 竹谷一成さん
団体戦中学生女子の部 １位
中学生女子の部 ２位 竹内 結理さん
３位 内田 柚菜さん
【くだまつｻﾏｰｶｯﾌﾟ卓球大会】
○卓球部
中学男子A級ｼﾝｸﾞﾙｽ １位 待鳥

8月22日(水)～25日(土)には、防府市ｿﾙﾄｱﾘｰﾅで、第48回全
国中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会が開催されました。会場設営をは
じめ大会運営など、本校生徒も協力し大いに貢献しました。
【中国大会】
○水泳
男子団体５位、400ｍﾘﾚｰ５位、
400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ６位
男子50m自由形 １位 岡谷開翔さん
男子100m自由形 １位 牧野佑飛さん
男子100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ １位 岡谷開翔さん
○吹奏楽部 全日本吹奏楽コンクール中国大会

【ATS杯争奪山口近郊クラス別卓球大会】
○卓球部
中学2年男子ｼﾝｸﾞﾙｽA １位 待鳥 勇鳳さん
中学2年男子ｼﾝｸﾞﾙｽB １位 原田 悠聖さん
中学1年男子ｼﾝｸﾞﾙｽB ３位 橋岡 史弥さん

日時

心葉さん
文さん
彩七さん
想佳さん
希さん
育実さん
未妃さん
海咲さん
秀治さん

★入選

田中
山脇
吉本
石光
宮岡
岡本
岡田

真愛さん
優里愛さん
空馬さん
野々花さん
花夏さん
英さん
瑞稀さん

【「社会を明るくする運動」「青少年の非行･被害防止運動」スピーチコンテスト】
★優良賞
中村 友香さん

平成30年９月９日(日)9:00～15：00

※雨天順延 天気予報では、日曜日の雨天が心配され
ます。日曜日が雨天順延の場合は月曜日
の実施となります。

場所

岡村
内田
佐鹿
田原
鬼武
鍛本
石川
石田
生田

金賞

体育祭が開催されます

勇鳳さん

【第74回市民陸上競技選手権大会】
○陸上競技部
男子4✕100ｍﾘﾚｰ １位(安仲・中原・井領・小澤)
１年100ｍ １位 櫨 駿介さん
１年400ｍ １位 上岡 朋生さん
２位 明智 旬平さん
２年400ｍ １位 國澤 綜馬さん
３位 斉藤 成希さん
３年400ｍ １位 井領 翼さん
２年100ｍ １位 小澤 将悟さん
１年800ｍ １位 二栗 央斗さん
２位 安仲 巧真さん
２年1500ｍ ２位 畦森 翔さん
３位 國澤 綜馬さん
１年走幅跳 １位 櫨 駿介さん
３年100ｍ １位 井領 翼さん
３年走幅跳 １位 安達 稜真さん
１年200ｍ １位 明智 旬平さん
２年砲丸投 １位 上岡 千真さん
２位 斉藤 成希さん
女子4✕100ﾘﾚｰ ３位(吉岡・内田・山野・檜垣)
３位 井領 聖斗さん
１年100ｍ ２位 檜垣 美結さん
２年200ｍ １位 小澤 将悟さん
３位 山野 莉奈さん
２位 安仲 巧真さん
１年800ｍ ２位 小川 桃奈さん
３年200ｍ ２位 中原 優稀さん
１年1500ｍ ３位 小川 桃奈さん
【防府天満宮御誕辰祭清書展】
★特選
有松 優さん
★優良
和田 誠司さん
國光 輝流さん

【全国大会】
○水泳部
８月17日(金)～19日(日)に
岡山県倉敷市で行われた第58
回全国中学校水泳競技大会に、
３年生岡谷開翔さんが出場し
ました。100mﾊﾞﾀﾌﾗｲでは決勝
に残り、全国５位に入賞しま
した。9月15日(金)～17日(月)
に福井県で開催される国体にも県の代表選手として出場し
ますので、応援よろしくお願いします。
○吹奏楽部
11月４日(日)に福島県郡山市で開催される「第７回日本
学校合奏コンクール 2018 全国大会 グランドコンテス
ト」に華陽中学校吹奏楽部の出場が決定しました。
本番に向けて一生懸命練習に取り組んでいます。応援よ
ろしくお願いします。

華陽中学校グラウンド

いよいよ体育祭が開催されます。夏休みから生徒会、
応援団を中心に事前準備が進められ、この１週間、生
徒全員が本番の成功をめざして練習に励んでいます。
華陽中生徒の活躍にご期待ください。

【９月】

行事予定

３日（月）始業式
６日（木）体育祭予行練習
８日（土）体育祭前日準備
９日（日）華陽中体育祭
１０日（月）・１１日（火）振替休日
１３日（木）職場体験事前訪問(2年)
１４日（金）専門委員会 PTA執行部会
１６日（日）家庭の日
１７日（月）敬老の日
２０日（木）職場体験学習(2年) ふるさと学習(1年)
２１日（金）喫煙防止教室(3年) 職場体験学習(2年)
ふるさと学習予備日(1年)
PTA評議員会
２４日（月）振替休日
２６日（水）学校運営協議会
２８日（金）全校集会 県体壮行式
２９日（土）・３０日（日）秋季県体

