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男子100m 寺田さん 北埼５位 県大会出場！

陸 上 男子走り幅跳 石野さん 北埼４位 県大会出場！

女子100ｍＨ 高橋璃さん 北埼２位 県大会出場！

女子４種競技 高橋和さん 県大会出場！

一回戦 東中 ７－０ 羽生西中（５回コールド）

野 球 二回戦 東中 ８－０ 加須昭和中 （５回コールド）

準決勝 東中 ３－２ 行田埼玉中 優勝 県大会出場！

決 勝 東中 ７－０ 加須西中（６回コールド）

サ ッ カ ー 一回戦 東中 ３－２ 羽生南中

二回戦 東中 ０－５ 大利根中

男子ソフトテニス 予選ﾘｰｸﾞ 東中 敗退 （見沼・太田中 ３校リーグ）

個人戦 齊藤・蓮見組 ５位 県大会出場！

女子ソフトテニス 予選ﾘｰｸﾞ 東中 敗退 （羽生西・見沼・騎西 ４校リーグ）

個人戦 ベスト１６

一回戦 東中 ２－０ 見沼中

女子バレー 二回戦 東中 ２－１ 加須西中

決勝リーグ ３位

二回戦 東中 ６９－６０ 大利根中

男子バスケット 三回戦 東中 ７５－３１ 埼 玉中

準決勝 東中 ４４－６５ 騎 西中 ３位

女子バスケット 二回戦 東中 ７８－３６ 太 田中

三回戦 東中 ６８－４６ 羽生西中

準決勝 東中 ４９－５８ 長 野中 ３位

卓 球 （男） 予選ﾘｰｸﾞ 東中 （加須西・埼玉・行田西 ４校リーグ）

決勝ﾘｰｸﾞ 東中 ２位 県大会出場！

個人戦 ダブルス 石合・河田組 ３位 県大会出場！

（女） 予選ﾘｰｸﾞ （騎西・羽生南・長野 ４校リーグ）

決勝ﾘｰｸﾞ ５位

個人戦 シングルス 熊谷さん ３位 県大会出場！

剣 道 (男) 予選ﾘｰｸﾞ 東中 ２位（騎西・平成・長野との４校リーグ）

敗者復活戦 東中 敗退

個人戦 椎屋さん ２位 県大会出場！

（女） 予選ﾘｰｸﾞ 東中 １勝１敗（北川辺・騎西との３校リーグ）

決勝ﾘｰｸﾞ 東中 ４位

個人戦 ベスト１６

バドミントン（男） 予選ﾘｰｸﾞ 東中３位（昭和・開智未来 ３校リーグ）

個人戦 ダブルス 井上・山藤組 ２位 県大会出場！

決勝 東中 ２－０ 北川辺中 優勝 県大会出場！

（女） 個人戦 シングルス 柴田さん 優勝 県大会出場！

佐藤さん ５位 県大会出場！

ダブルス 柴田・佐藤組 優勝 県大会出場！

髙谷・増田ﾉ組 ２位 県大会出場！

沖田・増田ﾕ組 ３位 県大会出場！

テ ニ ス 女子シングルス 井坂さん ２位 県大会出場！

※ 県大会の日程は裏面にあります。



時間と場所については再度顧問に確認してください。

陸 上 １０月１７日（水） 9:00 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

１０月１８日（木） 9:00 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

野 球 １０月２２日（月）10:30 川口市営球場 対 朝霞一中

男子ソフトテニス １１月 ６日(火) くまがやドーム

卓 球 １１月 ６日（火） 上尾運動公園体育館 男子団体 対三郷早稲田中

１１月 ７日（水） 上尾運動公園体育館 男女個人戦

剣 道 １１月 ８日（木）11:50頃 県立武道館 男子個人戦

１１月 ６日（火） 9:50～ 毎日興業アリーナ久喜 女子団体戦 対川口北と越谷東の勝者

バドミントン １１月 ７日（水） 9:20～ 毎日興業アリーナ久喜 男女個人戦ダブルス

１１月 ８日（木） 9:20～ 毎日興業アリーナ久喜 男女個人戦シングルス

硬式テニス １１月 ７日（水） 大宮第二公園

本校では、確かな学力の育成に向け、体験的な学習の機会を多く取り入れています。この一貫と

して、９月２８日（金）に地域の方々を中心に、多彩な講師陣をお招きし、体験学習を行いました。

生徒は、様々な体験をとおして、多くのことを学びました。教えていただいた知恵と技を、今後の

生活に生かしてほしいと思います。全２４講座の講師の皆様、御協力ありがとうございました。

少林寺拳法 水餃子づくり 陶芸教室

英語でクッキング フロアカーリング うどんづくり

１１月は「いじめ撲滅強調月間」です

埼玉県は、１１月を「いじめ撲滅強調月間」に制定し、いじめの根絶に

集中的に取り組んでいます。いじめに遭ったり、気が付いたりしたら、

一人で悩まず御相談ください。

電話相談窓口

○ よい子の電話教育相談（２４時間３６５日対応）

１８歳以下の子供専用（無料）＃７３(なやみ)７３００(ゼロゼロ)００
な や み ゼロゼロ

又は ０１２０－８６(ハロー)８６－３１９２(さいのくに)３１９２
ハ ロ ー さ い の く に

保護者専用 ０４８－５５６(こころ)５５６－０８７４(おはなし)０８７４
こ こ ろ お は な し

Ｅメール相談 soudan@spec.ed.jp

いじめメール相談フォーム（右のコードから入れます）

○ ヤングテレホンコーナー（埼玉県警察少年サポートセンター）

（月～土／祝日・年末年始を除く８時３０分から１７時１５分）

０４８－８６１－１１５２

○ 子どもスマイルネット（毎日／祝日・年末年始を除く １０時３０分～１８時）

０４８－８２２－７００７

○ 埼玉いのちの電話（２４時間３６５日対応）

０４８－６４５－４３４３

○ さいたまチャイルドライン（毎日／年末年始を除く １６時～２１時）

１８歳以下の子ども専用（無料） ０１２０－９９－７７７７

○ 埼玉県こころの電話〔精神保健やこころの悩みに関する相談〕

（平日／土・日・祝日・年末年始を除く ９時～１７時）

０４８－７２３－１４４７

○ 子どもの人権１１０番 ※さいたま地方法務局人権擁護課所管（月～金／祝日・年末年始を除

く８時３０分～１７時１５分）

０１２０－００７－１１０

＜お問い合わせ＞

埼玉県県民生活部青少年課

TEL048-830-5858

mailto:soudan@spec.ed.jp

