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平 戸 市中 総 体
応 援ありがとうござい ました
１１１１位 丸田・・・・白川組

男子…………団体 準優勝
個人
２２２２位 大浦・・・・小山組

り、み な１勝はする ことができ ました。

出場で す。ま た、１ ・２年 生の選 手たちも がんば

中どうし の対戦 となり ました。この２ 組が県 大会

すね 。これは 、スポ ーツだ けでは なく、 何にで も

なあ」と思 いました。 やはり 、
「継続は力 なり」で

した。当然と いえば当然で すが 、
「上手になるん だ

い い試合 になっ ていまし た。サ ーブも きちん と入

テニ スを始 めてまだ１ヶ月 ちょっ と。そ れでも 、

出るこ とがで きまし た。そ うはい っても１年生は

年生２ 名、１年 生４名 です。 １年ぶ りに団 体戦に

ないのかもしれません 。それ以外の長い時間は「自

す 。むし ろ相手 がいるこ とに感 謝しな ければ なら

ち負 けが決 まるので すが、 それは 試合の 時だけ で

もちろ ん試合ですか ら、相 手とい う敵と 戦い、勝

もうひとつ は 、
「敵は自分だ 」というこ とです。

当て はまること だと思いま す。

るし、ラリーも続きます 。初心者とは思えません 。

分との 戦い」 です。 体力を つける こと、 技術を 身

女 子は、 １日目が 団体戦です。 本校の 女子は ３

よそのチームの監督からも「今後が楽しみですね 。」

につ けるこ と、試 合の仕 方を覚え ること 、緊張 し

自分が 自分と 向き合 って獲 得してい かなけ ればな

と言 われま した。 団体戦 の結果は 、中野 中には 勝
２日目 の女子 個人戦 。３年 生の北原 ・大浦 組は

らない と思い ました 。そう 考えて いくと、ほと ん

た ときに いつも のプレ ーができ ること。これ らは

順当に 予選リ ーグを 勝ち進 み、決 勝トー ナメン ト

ど が「自分 との戦 い」だ といえ るのでは ないで し

ち ましたが、 田平中に敗れ てしまいま した。

で はまず平 戸中に 勝ち、 準決勝で田平中に惜し く

ょうか。

改め て中学生にとっ て部活 動は大 切だなあ と思

も負けて しまい ました。第３ 位です。負けは しま
したが、デュ ースを何回も 繰り返 す試合展 開で、

いま す。中学 生の皆 さん、 これか らもが んばり ま

6 月 24 日(金)～ 28 日(火)期末テスト

上手 になった なあと感心さ せられ ました。まる で

6 月 23 日(木)二校ＰＴＣＡ総会

３３３３位 北原・・・・大浦組

6 月 21 日(火)学校保健委員会

女子…………個人

（前平地区）

しょ う。

6 月 18 日(土)通学路の草払い

錦 織選手の全仏オ ープン を見て いるよ うな感じ で

6 月 15 日(水)市中総体陸上大会

日 日 、平戸市中総体ソフト

6 月 12 日(日)少年の主張大会

日 土 ・

（大根坂地区）

５月

(

)

(

)

この ２日間 、たくさ んの方 々が応 援に来 てくだ

中総 体を見 て、感 じたこ とが２ つあり ます。 ひ

（神浦地区）

した。

日 曜日は 雨模様の天気 で開始が 遅れた り中断 した

さい ました。保護 者の皆さ ん、地 域の皆 さん、 小

中に惜 しくも１勝２ 敗で敗 れ、準 優勝でし た。午

と つは 、
「 こつこつ練習 すれば上手 になるとい うこ

6 月 25 日(土)通学路の草払い

テニス 競技が亀岡 テニスコー トにて行わ れました 。
りする ことも ありま したが、 改修さ れたば かりの

学 校の先 生、そ れから卒 業生も 来てく れてい まし
た。また、本 校の音楽部 ・美術部 の皆さんも。

立派な コート でした ので、 競技に はあま り影響 な
く大会 が行われま した。

後は 個人戦で す。私 は、午 前のシ ョック を引き ず

と。
」レシーブ が確実にで きるように なり、ラリー

本当に ありがとう ございました 。

る のでは ないかと心配し ていま したが、実際に は

が続き ます。 球のス ピード も早く なって います。

１日目、 男子は 午前中 に行わ れた団体 戦で田 平

気持ち を切り替 えて試 合に臨 んで勝 ち進み、 みご

6 月 11 日(土)通学路の草払い

文責：校長 川内康範

新 人戦の頃 と比べ ればみ んな本 当に上達 してい ま

6 月 4 日(土)ふれあい健康福祉まつり
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とに雪 辱を果 たしま した。 なんと、決勝 戦は大島

【今後の予定】
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