
平成３０年度大運動会スローガン

『一致団結』
～仲間とともに力を合わせ、完全優勝をつかみとれ！～

先週の校内水泳記録会、発表会

では、多くの皆様に大きな声援をい

ただきありがとうございました。

さて、９月８日（土）には大運動会

が予定されていますが、運動会に

向けての活動が本格化し学校が活

気づいてきました。「一致団結」を合

い言葉に、一人一人が逞しく大きく

成長できることを期待しています。

大会当日は、ぜひ学校にお越しい

ただき温かい声援をお願いします。

校 長 齋 藤 芳 昭

白鷹町立荒砥小学校だより
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実行委員&係リーダー 【敬称略】

実行委員会 浅野 嵐 紺野天怜

赤 白

応援看板係長 ◎小林拓生 ◎竹田佳菜

応援用具係長 ◎佐藤立樹 ◎鈴木健祐

リボン係長 ◎奥山 陸 ◎梅津 尋

アナウンス係長 ◎伊藤絢子

体操係長 ◎青木心捺

応援団役員 【敬称略】

組 頭 小林千里子 齋藤瑠叡

副 組 頭 野中 愛 山口広起 青木美麗 高田優平

応 援 団長 鈴木歩杜 塚田聖伽

副応援団長 小谷部湘太 髙田一帆 橋本春流風 岡本悠生

応 援 団員 工藤孝太朗 佐藤晃晴 大木陽由 髙山迦斐

佐藤倖多 五十公野ヒカル

船山羚王 田宮悠羽 新野悠人 青木 心

佐竹和也 須貝悠羽 船山翔空 樋口希咲

佐々木奏雅 小関愛花 藤守蒼汰 紺野友愛



９／ ２（日） ＰＴＡ早朝作業

８（土） 荒砥小学校大運動会

９（日） 荒砥･十王･鷹山地区レク大会

１０（月） 振替休業日（運動会予備日）

１１（火） 避難訓練

１３（木） クラブ活動

１６（日） 金比羅神社例大祭

１７（月） ●敬老の日

１８（火） 代表委員会 読み聞かせ（低）

２０（木） 委員会活動

２３（日） ●秋分の日 若鮎マラソン

２４（月） 振替休日

２６（水） 町陸上大会

２８（金） クラブ活動

学年 赤チーム 黄リーム 白チーム 青チーム

男 子 （敬称略）

１年 石 田 善 一 横山大翔 青木琉翔 鈴木武尊

２年 須藤晄雅 海老名大翔 今啓一郎 原田哲慎

３年 新野暖空 佐藤銀河 後藤叶友 岡本 誠

４年 中嶋佑飛 菅間奏太 竹田耀生 大木涼嘉

５年 髙田一帆 山口広起 今野凛桜 岡本悠生

６年 佐藤晃晴 鈴木歩杜 齋藤瑠叡 高山迦斐

女 子 （敬称略）

１年 阿部心々寧 工藤優里 齋藤 和

２年 髙橋ちはる 竹田美乃里 海老名英

３年 鈴木日佳 紺野瑠菜 鈴木佑佳 志鎌はづき

４年 小関愛花 梅津莉央 原田小雪 海老名咲季

５年 土屋明日 田宮悠羽 紺野天怜 紺野唯華

６年 青木心捺 伊藤絢子 青木美麗

９月の予定

【第６０回こども県展】 【敬称略】

（応募数１３，８８０点 入賞･入選８３６点）

入 選 １年 石田 善一（よしひと）

１年 宇津木ひより

３年 工藤 理ゝ子

４年 荒川 獅恩

４年 鈴木 一世

４年 大山 紗希

４年 須藤 ひより

５年 菅原 多葵

５年 仲島 美幸

６年 佐藤 晃晴

６年 竹田 佳菜 （本校より１１点）

【校内水泳大会(飛び込みなし） 新記録者】

【敬称略】 大会記録＝今年度認定された記録

１年女子 ２５ｍ自由形 さいとうのどか ４０"１

２年男子 ５０ｍバタ 鈴木理夢◆ 大会記録

１００ｍ自由 森レイン ◆ 大会記録

１００ｍ背泳 竹田圭吾◆ 大会記録

２年女子 ２５ｍ自由形 海老名英 ２８”９

５０ｍ自由形 海老名英 １’０２”６

３年男子 １００ｍ自由 岡本 誠 ２’１０”６

〃 原葉治朗 ２’２３”３

〃 芳賀 蒼 ３’０３”１

３年女子 ２５ｍ自由形 志鎌はづき ３０”７

４年男子 ５０ｍ平泳ぎ 渡邉 宝 ５８”７”

２５ｍ自由形 村山隼斗 ２０”３

大木涼嘉 ２４”５

梅津朔也 ２６”０

藤守蒼汰 ２６”３

１００ｍ個メ 渡邉 宝 １’５８”２

４年女子 ５０ｍ自由形 原田小雪 ４５”３

５年男子 １００ｍ平泳 岡本悠生 １’５９”６

１００ｍ個メ 山口広起 １’５２”５

５年女子 １００ｍ自由 紺野唯華 １’３７”６

５０ｍバタ 青木 心 ５３”１

６年女子 ５０ｍバタ 小林千里子 ５２”３

１００ｍ平泳 竹田佳菜 ５０”９

〃 小林優那 ５４”７

〃 野中 愛 ５６”４

１００ｍ個メ 伊藤絢子 １’４０”０

◆４年男子１００ｍメドレーリレー １’４０”４

（村山隼斗、渡邉宝、佐々木奏雅、川部聡太）

◆４年男子１００ｍフリーリレー １’２９”４

（村山隼斗、佐々木奏雅、川部聡太、渡邉宝）

◆６年女子２００ｍメドレーリレー ３’１８”７

（小林千里子、竹田佳菜、小林優那、伊藤絢子）

２学期学級委員 お願いします！
学級委員を中心に力を合わせて、明るく楽
しい学級をつくってください。 (敬称略)

２年 １組 竹田 圭吾 髙橋ちはる

２組 飛鳥井穂臣 小林 芽生

３年 １組 新野 暖空 紺野 葵彩

２組 松田 大暉 橋本秋夕美

４年 １組 南波 沫季 安部 杏華

２組 川部 聡太 須藤ひより

５年 １組 紺野 真滉 松下 弥生

２組 大滝 遥仁 髙山 愛凉

６年 １組 川部 頼生 松村 陽菜

２組 原 森太朗 竹田真衣羽

宇津木ひより

佐々木紅美華

五十公野ヒカル


