
久々に子ども達の元気な声が戻ってきました。元気いっぱい夏休みを楽しんだのでしょう。真っ黒に日焼けした

たくさんの笑顔から、一人一人の充実した休みを伺い知ることができました。

さて、いよいよ２学期のスタートです。早速今週の木、金曜日には校内水泳記録会（発表会）が行われますが、

９月には運動会や町陸上大会、若鮎マラソン大会、１０月には長距離走記録会や学習発表会、町おんがく祭と、

今学期は大きな行事がたくさん計画されていますので、自分自身のめあてをしっかり持って、見通しある計画的な

生活をしていくことが大切になります。８５日間の長い学期となりますが、６年生をリーダーとして全校児童２７１人

が心を合わせて実り多い学期となることを期待しています。

２カ年にわたる校舎の大規模改修工事も順調に進み、この休みには校舎外壁面や尾根の全面補修工事、わ

かば学級の改装工事と計画通りに実施してもらっています。生まれ変わった校舎に感謝しながら、２学期も確実

な歩みを刻んでいきたいと考えておりますので、皆様の引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。
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８/ ２１（月） 第２学期始業式

２３（水） 読書デー

２４（木） ３～６年水泳記録会

２５（金） １、２年水泳発表会

２６（土） （白鷹中運動会）

２９（火） 運動会結団式

９/ ３（日） 荒砥地区レク大会 ＰＴＡ早朝作業

９（土） 荒砥小学校大運動会

１０（日） 十王・鷹山地区レク大会

１１（月） 振替休業日（※運動会予備日）

１８（月） ●敬老の日

２３（土） ●秋分の日 若鮎マラソン大会

２５（月） 読書デー

２７（水） 町小学校陸上大会

２９（金） （※町陸上大会予備日）

うれしいお知らせです。

２学期から新しいお友達３人を迎えることになり

ました。早く学校や地域に慣れて、楽しい学校生

活をおくりましょう。よろしくお願いします。

１年１組へ 大嶋天護（てんま）くん

（萩野地区）

１年２組へ 中村紅雅（こうが）くん

２年２組へ 中村侑奈（ゆうな）さん

（十王地区）

新しいお友達を

紹介します！



７月２７日に行われた町水泳大会に５５名が参加

し、以下のような素晴らしい成績を収めました。

参加したすべての選手に拍手をおくります！

【町小学校水泳大会の記録】 敬称 略

■学校対抗リレー■

第３位 男子２００ｍメドレーＲ ３’１２”０３

(梅津星那、後藤理久、長谷部陽、布施光基)

第２位 女子２００ｍメドレーＲ ３’１７”７１

(小林千里子、紺野美咲、伊藤絢子、鈴木美冴）

第２位 女子２００ｍフリーＲ ２’５３”２２

(伊藤絢子、紺野美咲、髙橋小雪、鈴木美冴）

■個人種目■

３年男子５０ｍ平泳ぎ

第５位 渡邉 宝 １分０７秒４５

３年男子５０ｍ自由形

第４位 渡邉 宝 ５６秒１３

第６位 佐々木奏雅 ５６秒７２

３年女子５０ｍ自由形

第２位 原田 小雪 ５３秒８９

４年女子５０ｍ背泳ぎ

第３位 青木 心 １分０８秒２４

第４位 竹田あおい １分１３秒７２

４年男子５０ｍ平泳ぎ

第１位 岡本 悠生 １分００秒６５

第２位 髙田 一帆 １分０３秒０２

４年女子５０ｍ平泳ぎ

第２位 須貝 悠羽 １分１３秒２３

４年男子５０ｍバタフライ

第１位 山口 広起 ５８秒１４

４年女子５０ｍバタフライ

第２位 青木 心 １分００秒７６

４年男子５０ｍ自由形

第４位 山口 広起 ４８秒０１

４年女子５０ｍ自由形

第２位 紺野 唯華 ４６秒９５

第５位 竹田あおい ５３秒７８

５年男子５０ｍ背泳ぎ

第２位 小野 龍二 １分０８秒８０

５年女子５０ｍ背泳ぎ

第３位 小林千里子 ５７秒３９

５年男子５０ｍ平泳ぎ

第５位 川部 頼生 １分００秒７９

第６位 小林 拓生 １分０５秒４３

５年女子５０ｍ平泳ぎ

第１位 竹田 佳菜 ５４秒０８

第２位 小林 優那 ５５秒３２

５年男子５０ｍ自由形

第３位 松下 拓磨 ４５秒７９

第４位 佐藤 晃晴 ４５秒８６

５年女子５０ｍ自由形

第２位 伊藤 絢子 ４１秒７６

第５位 小林千里子 ４７秒２４

５年男子１００ｍ平泳ぎ

第２位 鈴木 歩杜 ２分０７秒９３

５年女子１００ｍ平泳ぎ

第２位 野中 愛 ２分１４秒６１

５年男子１００ｍ自由形

第３位 松下 拓磨 １分４６秒８６

第４位 小林 拓生 １分４７秒９５

第５位 佐藤 晃晴 １分４９秒７

５年男子１００ｍ個人メドレー

第４位 梅津 尋 ２分０２秒２２

５年女子１００ｍ個人メドレー

第１位 伊藤 絢子 １分４８秒２９

第３位 小林 優那 ２分０３秒０６

６年男子５０ｍ背泳ぎ

第１位 布施 光基 ４１秒９７

第２位 長谷部 陽 １分０１秒９８

６年男子５０ｍ平泳ぎ

第２位 後藤 理久 ５１秒２５

６年女子５０ｍ平泳ぎ

第２位 紺野 美咲 ５５秒６９

第５位 鈴木 美波 ５８秒９４

６年男子５０ｍバタフライ

第２位 高田 翔人 ５３秒４１

６年男子５０ｍ自由形

第３位 布施 光基 ３８秒５７

６年女子５０ｍ自由形

第１位 鈴木 美冴 ３９秒９０

第５位 紺野 美咲 ４３秒１６

６年男子１００ｍ平泳ぎ

第１位 後藤 理久 １分５１秒６１

第２位 梅津 星那 １分５３秒８８

第３位 高田 翔人 ２分０３秒７０

６年男子１００ｍ自由形

第３位 海老名空来 １分３８秒２４

６年男子１００ｍ個人メドレー

第２位 長谷部 陽 １分５３秒２７

第３位 梅津 星那 １分５３秒８７

白鷹町体育協会表彰奨励賞 ＦＣホークス
３年 山口 広起 ４年 沼澤 朋也
４年 浅野 嵐 ４年 松野 大嘉
４年 小谷部湘太 ５年 鈴木 風琉
４年 鈴木 歩杜 ５年 髙谷 洸瑛
４年 高山 迦斐
（２８年度分追加表彰のため前年度の学年表示）

西置賜郡学童水泳大会（８／６）
４年女子５０ｍ自由形

紺野 唯華 ４６”２６


