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スポーツ大会
校長

菊地 知恵子

様々な行事が中止・変更を余儀なくされている今年
度。今週末のスポーツ大会は、ようやく開催となる行事
です。密を避けるため、残念ながら今年は保護者の方に
観覧いただくことはできませんが、紙面上で生徒たちの
取り組みをご紹介します。
新友愛会組織「スポーツ推進委員会」は6月の発足か
ら、10月のスポーツ大会を生徒の力で企画・運営するこ
とを目指してきました。近づくスポーツ大会に向けて
日々忙しい、スポーツ推進委員会委員長 岡田さん（以
下「委」）に活動の様子を聞き、体育科の伊藤先生
(伊)、村上先生(村）にも同席してもらいました。
今後も折々に、生徒や先生の声から学校の様子をお伝
えします。
●スポーツ推進委員会委員長としてめざしたものは？
委 委員だけではなく全生徒が全力で取り組めて、楽
しかった！と言える行事を目指しています。もちろ
ん優勝するのが目的ですが、チームの団結とか、協
力とかを大事にして「やってよかった」と言えるよ
うにしたいです。
●50人を越える大きな組織を機能させるためには、ど
んな工夫をしたのでしょう。
委 『競 技』、『縄 ス イ』（縄 と び 推 進 プ ロ ジ ェ ク
ト）』、『会場・放送』、『応援』の4つのセクショ
ンに分け、自分のやりたいところに所属してもらい
ました。
●４つのセクションの役割は？
委 『競技』（リーダー：臼井さん）は、今年は密を
避けなければならないので、昨年までのような競技
はできません。生徒同士の距離が保てる競技を新し
く考えました。器具を使うものを取り入れ、さらに
ＡＢ組とＣＤＥ組が協力して取り組めるものを考え
ました。ＣＤＥ組の人は、自分だけでやるのが難し
い人もいるけれど、できるだけ各自の力を出してや
るようにしたい。勝つためには走る速さとかが大事
かもしれないけれど、ＡＢ組がそばにいて、触らな
いで、横で応援して自分の力で走りきるのをルール
にしました。
『会場・放送』（リーダー：青木さん）は、今年は
密をさけるためにトラック全周を囲むように生徒席
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を離して配置し、席も市松模様に置くようにしてい
ます。ゼッケンも共用ではなく個人持ちにしまし
た。放送は、アナウンス原稿はすべて生徒が自ら考
えまとめました。また今まで先生がやっていた実況
も生徒がやります。1年生でも担当しています。
『応 援』（リ ー ダ ー ： 畠 中 さ ん）は、昨 年 ま で は
チームパフォーマンスと言っていましたが、今年は
大人数ではないほうがいいこともあり有志にしまし
た。それでも多くの人が参加しています。全員がそ
ろっての練習は難しいのですが、時間を工夫してい
ます。有志ではない人も一緒に、手拍子は全員でや
ることにしました。
『縄スイ』（リーダー：角さん）は、なかなか練習
する時間を見つけるのが難しいので、「ＣＤＥ組と
ＡＢ組のペアが1回練習したら1ポイント」というシ
ステムをつくって、1週間に1回、そのポイントを集
計してチームごとに競うことにしました。帰りの
ホームルームで、ペアで練習した人を挙手で数えま
す。1位チームは5点、2位は3点、3位は1点、スポー
ツ大会当日に集計ポイントを発表して本番の点数に
加算されるのも面白いと思いました。
●それぞれの部署が連携していくための工夫は？
委 セクションリーダーが集まって方向性を決め、あ
とはセクションごとのミーティングをします。どの
セクションのミーティングがあるかは、昇降口の連
絡板に、セクションごとのマグネットをつくって、
そこを見ればわかるようにしました。それとチーム
リーダーはチームごとのClassroom（Googleのアプ
リ。休校期間中の遠隔授業でも使用）に連絡するも
のを載せました。
●特に「今年は変えた！」というものは何ですか？
委 昨年までのジェットハリケーンに替わるものとし
て最後にチーム代表による選抜リレーをやります。
最後に大逆転のある高得点種目として、昨年は1位20
点、2位15点、3位5点だったのですが、差を均等にし
て3位は10点にしました。昨年までのリレーはＡＢ組

大道具リハーサル
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組は各学年2人×3学年＝6人、ＣＤＥ組は2人、残り
の4人はチームの作戦により自由です。走る順番も
チームの作戦次第です。
それからチームリーダーですが、昨年はリーダーが
男子、副リーダーが女子で、チーム旗を持つのが男
子だったのですが、それはおかしいということで、
今年はチームリーダーは男女各1名で、チーム旗を持
つ人は自由にしました。
●岡田さん自身が、このような大きな役をやることに
ついてはどう感じていますか？
委 今まで大きな役をやったことはありませんでした
が、委員会や全校朝礼でも話し、少し慣れてきまし
た。これから予行、本番とありますが、指示ができ
るようイメージトレーニングをしています。後輩か
ら見て頼られるよう声を出していこうと思います。
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たが、結論としてはみんなが納得したものになって
いるようです。選抜リレーのことも、ＡＢ組とＣＤ
Ｅ組の走順はどのチームも揃えたらとアドバイスし
たけれど「大丈夫、どのチームも作戦で」と言い切
るので、それでやることに。チームリーダーにまか
せることにしました。
・インタビューは以上
例年、生徒の力でスポーツ大会は運営してきまし
たが、ここまで生徒に任せたのは今年が初めてで
す。委員会は実質7月からのスタートで、短期間によ
く形にしてきました。なかなか頼もしい生徒たちで
す。生徒全員の力が結集してこそのスポーツ大会、
誰にとっても思い出になる行事となるよう、本番の
成功を願います。

（先生たちから）
村 教員からは投げかけだけはするけれど、今回は特
に生徒たちのアイデアが中心になり、それらには先
生たちからは出ないものもありました。
伊 セクションごとのミーティングが多く、ミーティ
ングの中身も生徒同士の激論になることもありまし

〈競技紹介〉

今年度は新型コロナウイルスの感染防止のため競技の数を減らし、午前中のみの開催と
なりました。今年は新種目も多くあるため、競技の紹介とこのスポーツ大会を作り上げ
るために中心となったチームリーダーたちの意気込みを掲載します。生徒主体で取り組
んできたスポーツ大会、いよいよ開催です！

No.1 縄跳び 「チャレンジ THE ROPE」 (全校生徒)
1回戦はCDEクラスの男女、2回戦はABクラス女子、3回戦はABクラスの男子、4回戦は女子2重跳び、5回戦は男子2重跳びを行います。１～３回戦
の跳躍の方法は１年生は前回し跳び、２年生は後ろ回し跳び、３年生はあや跳び、ＣＤＥクラスは前回し跳びでも良いことになっています。規定の時間
内に跳躍を続けてできた人数で競われ、1年生は60秒、2年生は50秒、3年生は40秒です。4回戦、5回戦の２重跳びは30秒です。１人１点のポイント
が、チームの得点となります。さらに今年は、2重跳びは誰が最後まで残るかの頂上決戦を行います。制限時間はなく、どれだけ2重跳びを続けること
ができるかを競う競技です。

No.2 大繩回し (3年生)
試合は2回戦で行います。第1回戦は、8の字跳びを60秒間に1人ずつが跳びぬけていきます。第2回戦は、全員が一斉に跳躍し、跳んだ回数が記
録となります。第1回戦、2回戦の合計の数で勝敗が決定します。

No.3 混合リレー (1年生)
トラックを使い、第1走者はドリブル、第2.3走者はホッケー、第4.5走者はなわとび 、第6走者以後はCDEとAB生徒が交互に100m走リレーをしていき
ます。先にゴールをしたチームが勝利となります。

No.4 器具リレー (2年生)
ソフトボール、テニス、ハンド、サッカー、バスケットの各ボールを用い、そのボールをＡＢ組とCDE組で組んだペアと協力してゴールラインまでボール
を運びます。ボールを運び終わったらペアでハンドゴムを持ち、走ってスタートラインまで戻ったら次の走者がスタートし、ゴールまで速さを競います。

No.7 混合リレー (3年生)
ＡＢ組とCDE組が協力し交互に1周100mを走ります。各チーム20名いるためバトンパスがひとつの鍵となります。

No.8 バレーボールパス (2年生)
「縦パスリレー」と「円陣パス」の2種目を行い、両種目の合計ポイント数で順位を決めます。縦パスリレーは、ネットを挟んで縦一列に並び、順番に
パスをつないでいく競技です。ボールを持ってコントロールするホールディングはCDE生徒のみ認められます。制限時間は1分間で、パスを行った回
数が獲得ポイントとなります。円陣パスは、チームごとに円陣を組み、パスを連続させる競技です。チーム内で二つのグループに分かれて行います。
CDE生徒にはワンバウンドレシーブ、ホールディングレシーブが認められます。こちらには制限時間はなく、ボールが落下した時点で終了、パスが続
いた回数が獲得ポイントで競い合います。
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No.9 なわとびリレー (1年生)
前半と後半に分かれており、前半はAB組とCDE組が交互に、後半はAB組とCDE組がペアになり、協力して縄を使って様々な技でリレーをしていく競
技です。走者はスタートしてからコーンまで走り、コーンを折り返して元の位置にゴールします。次の走者は前の走者がゴールラインを通過してからス
タートします。種目は合計7種。初めはフラフープ跳びから初めて、一人縄跳び、2人縄跳び、3人縄跳びへと変化していきます。

No.11 選抜リレー
最終種目の選抜リレーは各チームの精鋭が集まってのリレーです。 メンバーはAB男子5名、AB女子5名 CDE2名の計12名です。1人1周走り、合計
12周で勝負が決まります。走順は各チームの作戦で決められます。

〈チームリーダーのこれまでの取り組みと意気込み〉

〇赤チーム
3年 アシュウェル さん
今年は、新型コロナウイルスの影響で密にならないような練習を心掛けました。 学年ごとに場所を分けるなど応
援の振り付けを覚えるにはハンデがありましたが、そのおかげでチーム全体にやる気が出てきました。このまま優
勝を奪いに行きます！
3年 勝又君
今年はコロナウイルスの関係でいつもとは違う形式でやることになってしまいましたが、スポーツ推進委員会の
人たちが、少しでも楽しみながらできるように1学期のときから頑張って企画してくれました。その分も楽しみながら
頑張っていきたいと思います。

〇白チーム
3年 岡田さん （スポーツ推進委員会委員長）
スポーツ大会まで残り1週間となり、緊張感が高まってきました。委員長、チームリーダーとして委員会をまとめ、
白チームの団結力が深まるよう頑張ってきました。本番は全体をまとめ、スポーツ大会が皆さんの良い思い出に
なるように精一杯頑張ります！白チーム優勝！！
3年 岡部君
今年のスポーツ大会は今までとは違った形で行う事となり、僕たちは大きな不安を抱きながら練習に励んできま
した。それでも男女、クラス、学年関係なく一致団結し、昨年までのスポーツ大会に負けないくらいの熱い思いで頑
張ってきたので、白チームが絶対に優勝を取ります！！

〇緑チーム
3年 矢部君
チームリーダーとして最初はあまり全体をまとめることができませんでしたが、スポーツ推進委員会での話し合い
で少しずつまとめられるようになってきました。もっともっとチームの団結力を高めていき、チーム一丸となって全力
を出し切り勝利を目指したいです。
3年 畠中さん （スポーツ推進委員会副委員長）
何度も話し合いを重ね、どの競技でも個人1人1人が輝けるように相談しました。私たちチームリーダーの手が回
らないときや力不足のときはチームのみんなが助けてくれて、チームとしての力も確実に上がってきています。「目
指せ優勝」ではなく、「当然優勝」。これを目標に頑張ります。
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８～９月の部活動試合結果
陸上競技部 （入賞者）
●第66回全日本通信東京都大会 多摩地区予選会
（8/1,2,8,9 上柚木陸上競技場）
2年御子柴さん
2年100m
14秒09 9位
2年村松さん
共通走幅跳
4m87
5位
2年網木さん
共通走高跳
142cm
4位
3年椎名さん
共通走幅跳
5m13
2位
3年100m
12秒99 1位
1年石井さん
1年走幅跳
3m97
5位
1年吉田さん
1年走幅跳
3m65
6位
1年渡邉君
1年100m
12秒68 5位
1年走幅跳
5m03
1位
1年ヘラス君
1年走幅跳
4m80
3位
※全員が東京都大会出場決定
●セイコーゴールデングランプリ・ライジングスター陸上大会
（8/22 国立競技場）
3年椎名さん
走幅跳
5m24
5位
●第44回江東区陸上競技選手権大会兼全国大会参加記録突破認定大会
（8/23 夢の島陸上競技場）
3年椎名さん
共通走幅跳
5m07
3位
2年村松さん
共通走幅跳
5m10
2位
1年渡邉君
共通走幅跳
5m32
8位
共通女子4×100（椎名、村松、御子柴、杉山）
53秒16 3位
●第66回全日本通信陸上東京都大会兼関東、全国選考会
（8/29、30 上柚木陸上競技場）
3年椎名さん
共通走幅跳
5m18
5位
2年村松さん
共通走幅跳
5m18
6位
1年渡邉君
1年走幅跳
5m19
5位
1年石井さん
1年走幅跳
4m38
5位

●第32回東京ジュニア陸上競技大会
（9/20 上柚木陸上競技場）
3年椎名さん
3年走幅跳
5m05
2位
2年村松さん
2年100mH
15秒24 2位
2年早坂君
2年走幅跳
5m74
5位
1年渡邉君
1年100m
12秒50 4位
※3A椎名さんは共通走幅跳で、今年度ランキング30位以内と
なり全国大会出場が決定しました。
バスケットボール部
●令和２年度 小金井市ジュニア育成強化練習試合（小金井
市内大会）
（9/6 小金井市総合体育館）
女子
2勝1敗 3位
男子
1勝2敗 7位
テニス部
●東京都中学校テニス選手権大会予選第8ブロック大会
（9/5,6,12,13,19 小金井一中、小金井二中、創価中、小平二中、小金
井公園、福島中、多摩辺中）

＜男子シングルス＞
4回戦まで
2年齊藤君
＜女子シングルス＞
3回戦まで
1年中平さん
＜男子ダブルス＞
4回戦まで
2年天野君、齊藤君
3回戦まで
1年大野君、山本君
野球部
●令和２年度小金井市中学生野球大会
（7/24,8/1 小金井一中、上水公園）
対 小金井一中
1対12
対 小金井南中
3対11
6チーム中4位

