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須坂市立墨坂中学校便り 平成３０年６月２９日（金）

須坂市立墨坂中学校 学校だより Ｎｏ．２

文責：岡田 憲和

墨 坂 中 学 校 選 手 大 健 闘

６月２日に行われた北信陸上、６月９日、１０日に行われた上高井体育大会、そして、６月２３日２４日

に行われた北信体育大会で本校の生徒は大健闘をし、どの会場でも精一杯のプレーが繰り広げられました。

また、試合に出場した選手だけでなく、ベンチでの応援や裏方でチームを支えてくれた人、会場校として大

会の運営に関わってくれた部もありました。さらに、上位大会に進出するチームや生徒の皆さんは、学校や

地域の代表としての自覚と誇りをもち、次の大会でももてる力をすべて発揮してください。なお、選手を支

えてくださった保護者の皆様、応援してくださったすべての皆様方、ありがとうございました。以下に結果

を掲載します。

【北信陸上】
陸上部
入賞者及び県大会出場者はいませんでしたが、多くの生徒が自己記録を更新し、精一杯頑張りました。

【上高井体育大会】
男子バレーボール部４位 北信大会出場

●墨坂 ０－２ 常盤○ ●墨坂 ０－２ 小布施○ ●墨坂 １－２ 相森○

女子バレーボール部 準優勝 北信大会出場

○墨坂 ２－０ 高山● ○墨坂 ２－０ 常盤● ○墨坂 ２－０ 東●

○墨坂 ２－０ 小布施● ●墨坂 １－２ 相森○

男子バスケットボール部 ３位 北信大会出場ならず

リーグ戦 ○墨坂 ４３－４１ 小布施● ○墨坂 ８３－６１ 高山●

結果：Ｂリーグ１位→決勝トーナメント進出

決勝トーナメント 準決勝 ●墨坂 ５６－５９ 相森○

女子バスケットボール ３位 北信大会出場ならず

リーグ戦 ●墨坂 ３１－４９ 小布施○ ○墨坂 ６０－５８ 相森●

結果：Ｂリーグ２位→決勝トーナメント進出

決勝トーナメント 準決勝 ●墨坂 ３８－５２ 高山○

男子テニス【個人戦】 北信大会出場者

優勝 小林陸人・堀内達樹

３位 茂手木駿斗・勝山大雅

ベスト８ 髙橋宗一郎・西原巧朗 和田悠吾・横田航己

ベスト16 田村祥大・清水柊哉 徳永広準・小林泉月

岡本隆汰・柳澤克紀 内山柊・川本健太

女子テニス【個人戦】 北信大会出場ペア

優勝 小渕茉央・大谷桜菜

３位 竹内彩果・忠地美空

ベスト８ 小布施朋実・塚田真菜美

ベスト12 伊藤陽南・竹前彩乃、 山本結芽子・岩﨑美里

永岡伶菜・江澤菜々子

サッカー 準優勝 北信大会出場

リーグ戦 ○墨坂 １３－０ 常盤● △墨坂 ２－２ 中野平△

結果：リーグ１位→決勝リーグ進出

決勝リーグ戦 ○墨坂 ２－０ 小布施● △墨坂 ０－０ 相森△
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柔道【男子個人戦】 北信大会出場者

男子５５㎏級 第１位 窪田圭太

男子６０㎏級 第３位 窪田悠人

男子７３㎏級 第１位 山口統生

剣道 入賞者及び北信大会出場者はいませんでしたが、精一杯頑張りました。

卓球【男子団体戦】 優勝 北信大会出場

リーグ戦 ○墨坂 ３－２ 東● ●墨坂 １－３ 高山○

○墨坂 ３－０ 相森● ○墨坂 ３－０ 小布施●

【女子団体戦】 ３位 北信大会出場

リーグ戦 ●墨坂 １－３ 東○ ○墨坂 ３－０ 高山●

●墨坂 １－３ 相森○ ○墨坂 ３－０ 小布施●

【男子個人戦】 北信大会出場者

準優勝 北村泰輔

ベスト８ 鈴木日人、屋ヶ田光貴

ベスト32 青木陸隼、坂本啓輔、豊田暁斗、近藤宏樹、小川早喜

小池祐真、永田匠、北山裕人

ベスト40 山岸風雅、山岸明広

【女子個人戦】 北信大会出場者

準優勝 北村麦歩

ベスト８ 小林倭歌

ベスト16 塩崎彩未、小森雪乃、穂刈舞咲、竹前実優、小林璃月

ベスト32 高見澤理子、神田彩映、駒木愛梨、山崎渚、吉田朋加

田中伶奈、佐藤結菜、関谷颯希、清水桃羽

バドミントン 【女子団体戦】 ３位 北信大会出場

リーグ戦 ●墨坂 ０－３ 高山○ ●墨坂 ０－３ 小布施○

【女子シングル】 北信大会出場者

６位 竹田結美

７位 倉島佑月

８位 長張智子

【女子ダブルス】 北信大会出場者

８位 町田未希・加藤爽彩

【北信体育大会】
男子バレーボール ベスト16 県大会出場ならず

１回戦 ○墨坂 ２－０ 松代● ２回戦 ●墨坂 ０－２ 川中島○

女子バレーボール ベスト16 県大会出場ならず

１回戦 ○墨坂 ２－０ 豊野● ２回戦 ●墨坂 ０－２ 広徳○

男子ソフトテニス【団体戦】 準優勝 県大会出場

２回戦 ○墨坂 ３－０ 坂城● 準々決勝 ○墨坂 ２－０ 裾花●

準決勝 ○墨坂 ２－０ 戸倉上山田● 決勝 ●墨坂 １－２ 小布施○

【個人戦】 県大会出場者

４位 小林陸人・堀内達樹

ベスト８ 髙橋宗一郎・西原巧朗 岡本隆汰・柳澤克紀

ベスト16 茂手木駿斗・勝山大雅

女子ソフトテニス【団体戦】 ベスト16 県大会出場ならず

１回戦 ○墨坂 ２－１ 広徳● ２回戦 ●墨坂 ０－２ 北部○

【個人戦】 県大会出場者

ベスト16 小渕茉央・大谷桜菜

サッカー【リーグ戦】Bリーグ５位 県大会出場ならず

●墨坂 ０－７ 川中島○ ●墨坂 １－３ 篠ノ井西○ ●墨坂 １－７ 犀陵○

●墨坂 ０－７ 裾花○
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柔道【男子個人戦】 男子５５㎏級 第３位 窪田圭太

男子７３㎏級 第１位 山口統生

卓球部【男子団体戦】 ３位 県大会出場

１次リーグ ○墨坂 ３－１ 犀陵● ●墨坂 ２－３ 城南○

２次リーグ ○墨坂 ３－１ 山ノ内● ●墨坂 １－３ 東北○

○墨坂 ３－１ 屋代附属● ○墨坂 ３－１ 相森●

●墨坂 ２－３ 櫻ヶ岡○

決勝リーグ ●墨坂 １－３ 戸上○ ○墨坂 ３－１ 高山●

○墨坂 ３－２ 豊野●

【女子団体戦】 ５位 県大会出場ならず

１次リーグ ●墨坂 １－３ 犀陵○ ○墨坂 ３－０ 豊田●

○墨坂 ３－０ 櫻ヶ岡●

２次リーグ ●墨坂 ０－３ 東北○ ○墨坂 ３－１ 相森●

○墨坂 ３－０ 三陽●

決勝リーグ ●墨坂 ０－３ 犀陵○ ●墨坂 ０－３ 東○

●墨坂 ２－３ 裾花○

【男子個人戦】 県大会出場者

ベスト16 北村泰輔、鈴木日人

【女子個人戦】 県大会出場者

４位 北村麦歩

バドミントン【女子団体戦】 リーグ５位 県大会出場ならず

リーグ戦 ●墨坂 ０－３ 篠ノ井西○ ●墨坂 ０－３ 若穂○

●墨坂 ０－３ 高山○ ●墨坂 ０－３ 文化学園長野○

水泳 県大会出場者

男子２００ｍバタフライ１位 丸山知洋（北信越大会出場）

５０ｍ自由形県大会出場記録突破 金井一晟

５０ｍ自由形県大会出場記録突破 跡部一誠

女子１００ｍ背泳ぎ ７位 平野咲希

女子１００ｍ背泳ぎ ７位 平野咲希

情報モラル講演会
６月１４日（木）に須坂市技術情報センター所長の小林晃さんをお招

きし、「上手なネットとのつきあい方」と題して、講演会を開催しまし

た。「フィルタリングをかける」「事例（どんな危険があるのか）を知る」

「ルールを作る。そして守る。（利用時間、利用場所等）」ことを提案

していただき、具体的なお話を伺いました。その後、地区懇談会を行い

ましたが、ネットのつきあい方について子どもと再考するよい機会とな

った等の感想をいただきました。

防犯教室
６月１５日（金）に須坂市生活安全課より２名の講師の方に来校いた

だき、防犯教室を実施しました。不審者の特徴やいざというときの対処

の仕方についてお話いただき、登下校に対しての防犯意識を高めました。

生徒は、自分の身は自分で守ることの大切さを改めて感じたようです。

学校生活について、心配なことや不安なことがありましたら、遠慮なく学校まで、ご相談ください。

（℡０２６－２４５－０５６４）



 

墨中コミュニティースクール 

学校ボランティア募集 
 

 

保護者・地域の皆様には墨坂中学校の教育活

動にご理解ご協力をいただき、多くの面で支えていた

だき、感謝申し上げます。本校では、信州型コミュニ

ティースクールの立ち上げとともに、子どもたちのより

一層の成長を願い、学校ボランティアの募集をさせ

ていただいています。 

               

【体験学習外部講師（フラワーアレンジメント）】 

 

今年度も、放課後の補習学習や、学習の

外部講師をボランティアの方にお願いしていま

す。ほんのわずかな時間でも、できるところで協

力いただければありがたいと考えています。不明

な点などはお問い合わせください。下記の連絡

先に電話等で連絡をお願いいたします。 

 

 

【放課後 補充学習（毎週水曜日）】  

 学校ボランティアの例 

・家庭学習支援 ・放課後の学習の支援や見守り  ・キャリア教育の外部講師 

・一流の技を学ぶ 畑作り・花壇作りへの協力  木の剪定等  

その他にもやっていただけけることがありましたら、学校にお知らせください。 

   
電 話 ２４５－０５６４（担当：教頭 岡田） 

メール daihyou@sumisaka-school.ed.jp 
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