
    
 

   
 
 
 

令和元年度松山市総合体育大会が開催されます 
１ 市総体開催日時・会場・対戦相手  

種    目 会  場（初戦） 対戦相手と日時（初戦） 

バスケットボール男子 松山市総合コミュニティセンター 新田青雲中 11日 10:30 

バスケットボール女子 鴨川中体育館 雄新中 11日 13:00 

卓 球 男子 愛媛県総合運動公園体育館 団体:津田中    11 日 10:00 以降､個人:12 日 9:50～ 

卓 球 女子 愛媛県総合運動公園体育館 団体:興居島・三津浜の勝者 日程は同上 

バレーボール女子 愛媛県武道館 垣生中 11 日 11:00 頃 

バドミントン女子 松山市総合コミュニティセンター リーグ戦 鴨川中と南中 18 日 9:20 以降 

ソフトテニス男子 松山中央公園テニスコート 団体:勝山・久谷の勝者 11 日 9:30 以降､個人:12・13日 

ソフトテニス女子 松山中央公園テニスコート 団体:桑原・雄新の勝者 11 日 9:30 以降､個人:12・13日 

軟 式 野 球 北条スポーツセンター野球場 B 南第二・津田の勝者 12日 9:00 

サ ッ カ  ー 県総合運動公園補助競技場 久米中 11日 14:00 

陸 上 競 技 ニンジニアスタジアム 18 日・19日ともに 9:30 競技開始 

水 泳 競 技 アクアパレットまつやま 17 日 9:30、18 日 9:00 競技開始 
○ テニス：愛媛県総合運動公園テニス場 11 日ダブルス、12日シングルス 
○ 剣道：武道館 11 日団体戦 対附属中 個人戦 ○ 柔道：武道館 12 日個人戦 

 

２ 各部の抱負  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第８号  
令 和 元 年 ６ 月 １ ０ 日 
松 山 市 立 道 後 中 学 校
発行責任者 高田 誠
やま 

軟式野球部  キャプテン 笹山健翔 

 僕たち軟式野球部は、この代が始まって以来

の課題であったバッティングを強化するため

毎日練習をしてきました。練習に付き合ってく

れた仲間、支えてくれた先生や保護者の方々に

恩返しができるよう、部員みんなで頑張りま

す。３年生にとって最後の総体、一人一人が主

役となって全力で戦います。 

サッカー部  キャプテン 西本太一 

 僕たちサッカー部は、県総体出場を目標に毎日

練習してきました。チームメイトと言い合いにな

ったり、先生にたくさん怒られたりしました。し

かし、みんなサッカーが大好きで、一生懸命して

います。市総体では、これまでお世話になった

方々に感謝し、全力でプレーします。 

応援よろしくお願いします。 

陸上競技部女子  キャプテン 小坂萌恵 

 私たちは、「学校に愛される部活動になる」とい

うモットーのもと、活動してきました。単調で辛

い練習もたくさんありましたが、みんなで励まし

合い乗り越えてきました。 

本番では、先輩の思いを受け継ぎ、支えて下さ

った全ての方々への感謝の気持ちを忘れず、最後

まで諦めず戦い抜きます。 

男子ソフトテニス部  キャプテン 田中晃生 

 僕たちの部活は、新入部員が 19名入り、全員

で 50 名を超える人数となりました。その人数

をまとめるのはとても大変でしたが、共に練習

してきた３年生の部員の助けもあり、なんとか

まとめることができました。当日は、部員の声

援を力に変え、ベストを尽くして、一戦でも多

く勝ち上がれるように頑張ります。 

陸上競技部男子  キャプテン 寺本奏琉 

 僕たち陸上競技部は、辛い練習をコツコツ丁

寧にこなすことを心掛け、一人一人が自己ベス

トを更新できるように日々練習してきました。  

昨年は男女総合準優勝だったので、その結果

に近づけるよう、先輩たちの想いを受け継い

で、本番では力を全て振り絞って立ち向かいた

いと思います。 

女子ソフトテニス部  キャプテン 飯 雛代 

 私たち女子ソフトテニス部は、新人戦で団体優

勝が出来ず、準優勝という悔しい結果に終わりま

した。そのため、総体では団体優勝を目標に、今

まで練習してきたものを、全て出し切れるように

精一杯頑張ります。そして、今まで一緒に練習し

てきた仲間と心を一つに笑顔で終われるように

したいです。 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さんで応援に行きましょう！ 
  新年度に入り、保護者会が開催されたり、対外試合に多数の保護者の皆様に応援してい

ただいたりするなど、たくさんの皆様に部活動を後押ししていただき、各部の活動に勢い

が出てきました。ありがとうございます。 

いよいよ本番です。お子さんが３年生であるなし、レギュラーであるなしにかかわらず、

多くの皆様の応援がいただけるとありがたいです。保護者どうしで声を掛け合っていただき、

大応援団を組織して、子どもたちに心強いエールをお願いします。 

なお、駐車場のことや会場での応援について種目ごとに決まり事や注意事項がございます

ので詳しくは各部顧問・引率教員からのプリント等をご参照ください。 

男子卓球部  キャプテン 山田飛羽 

 僕たち、男子卓球部は 43 名が所属し、日々全

員が意見を出し合って個人のスキルアップに努

めています。僕たちの市総体での目標は、県大会

出場です。目標達成のためには、関わって下さっ

た全ての方々への感謝を忘れずにプレーが大事

だと想います。感謝の気持ちを忘れずに全力で挑

戦します。 

女子卓球部  キャプテン 森 朱凛 

 私たち女子卓球部は、市新人で団体優勝するこ

とができました。市総体の目標ももちろん優勝で

す！あの時の感動と喜びをもう一度掴むため、チ

ームワークと希望を武器にこれまでのたくさん

の方々への感謝の気持ちを忘れず最後まで全力

で戦い抜きます。 

「OVER THE TOP！限界突破！」 

男子バスケットボール部 キャプテン 青野陽生 

 僕たちは、総体で勝つことだけでなく、試合の

中身も大切にしたいです。同じ勝利でも、自分た

ちの納得のいく勝利をつかめるようにしたいで

す。そのために、今まで行ってきた挨拶など小さ

な努力を会場でも生かしていきたいです。そし

て、これまでのバスケット人生で１番の試合にし

ていきたいです。 

女子バスケットボール部 キャプテン 大野陽菜 

 市総体は新人戦と同じく、雄新中と戦います。

私たちは、新人戦で勝ち取ったベスト８を目標と

し、少ない人数ですが全力で取り組んできまし

た。本番では、チーム一人一人の個性を生かし、

本気のバスケをやり抜きます。「信・義・耐」の

言葉を胸に正々堂々戦います。応援よろしくお願

いします。 

バドミントン部  キャプテン 石田純麗 

 私たちバドミントン部は新人大会では３位と

いう結果だったので、その悔しさをバネに練習を

積み重ねてきました。この２年間、今まで支えて

下さった先生、コーチ、保護者の方々に感謝して、

チームの仲間と共に、総体に臨みたいと想いま

す。総体では、悔いの残らないよう精一杯頑張り

ます。 

バレーボール部  キャプテン 中川実栄 

 私たちバレーボール部は、２年前に復活し、今

の３年生がいよいよ最後の総体を迎えました。そ

のため、今までの練習の成果をぶつけて、先生方

や保護者の方々、そして入部してくれた１・２年

生の後輩に勝利で恩返しできるように、全力を尽

くし今までで最高のプレーができるように頑張

ります。 

水泳部  キャプテン 仙田悠真 

 市総体で県大会を目指して頑張ることはもち

ろんですが、一番の目標は全員が自己ベスト更新

をすることです。「自分に勝つ」ということをモッ

トーに寒いプールで日々練習に熱を注いできま

した。「絶対自分に勝つ！」この思いを胸に最後ま

で力を振り絞って、全力で頑張ります。 

柔道  山内愛美 

 私たちは、それぞれの道場で日々たくさんの練

習をしてきました。今まで何年間も練習してきた

成果を出し切りたいと思います。今年からメンバ

ーが二人に増え、お互いがより良い成績を残せる

ように頑張ります。総体までの少しの間も練習を

しっかりと行い、優勝目指して頑張ります。 

硬式テニス  石綿凌空 

 毎日やってきたことを発揮して、一人一人が納

得いくような良い成績を残したいと思います。 

全力でプレーし、楽しみます。 

最高の大会にします。 

応援よろしくお願いします。 

剣道  花岡御幸 

 僕たちは、男子剣道競技に１年生三人のチーム

で出場します。 

団体戦では、気合で相手を圧倒して、１回戦突

破できるよう頑張ります。 

個人戦では、今まで練習してきた成果を発揮

し、それぞれが目標を達成できるよう頑張りま

す。応援よろしくお願いします。 


