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全校行事への活気
校長

菊地

知恵子

8月の感染拡大を受けて慎重に2学期を開始
し、今は比較的落ち着いて過ごせるまでとな
りました。いよいよスポーツ大会の開催がか
ないます。今年はじめての全校行事に、校内
の雰囲気は弾んでいます。
〇 全力の一日、スポーツ大会
生徒が主体的に進める本校の学校生活や行
事の中で、このスポーツ大会は年度の初めか
ら友愛会のスポーツ推進委員会が中心とな
り、担当の先生方と共に企画や運営を進めて
きました。友愛会の所属は生徒の第一希望で
決めるため、今年のスポーツ推進委員は72
名。この人数をどう機能させるかは、リー
ダーとなる3年生の手腕です。今年は、委員
会の話し合いで縄スイ（なわとび推進）・大
道具・会場・アナウンス・競技の５つのセク
ションが設けられました。それぞれに3年生
の複数のセクションリーダーがおり、委員長
のもとで連携しています。
担当の先生によると、生徒たちが一番頭を
悩ませたのが「ソーシャルディスタンスを保
ちながら、何ができるか、どうやったらでき
るか」ということ。例えば学年競技は「大繩
とびは何人なのか、何列なのか」「くっつか
ない二人三脚やムカデ競争ができるのか」。
試行錯誤の末に、競技内容や使う道具が決定
していきました。他にも「大声で声援できな
いならば、手拍子で応援しよう」などの工夫
も。また伝統の「縄スイ」は、プログラム1
番の全校競技「チャレンジTHE ROPE」に向け
てAB組とCDE組のペアが練習の段階から励ま
し合いながら取り組む活動。当日、最後まで
跳んで点数に結びつけることもさることなが
ら、ペアで練習した回数による事前加算が企
画され、練習から盛り上がります。しかし本
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スポーツ大会
部活動試合等の結果

来なら直前の9月が練習の最盛期のはずが、
緊急事態宣言の延長で学校生活にも影響があ
り、十分な練習時間がとれず、生徒たちに
とっては残念なことでした。それでもチーム
リーダーを中心に、自分たちのスポーツ大会
を作り上げようと臨んでいるところです。当
日は保護者の皆様には、ライブ配信にて、遠
目にはなりますが全校生徒が集っての活気
を、一人一人の全力の取り組みを、感じ取っ
ていただきたく思います。
〇

祝 27期卒業生村上茉愛さん
TOKYO2020大会 体操競技ゆか 銅メダル

すでに2017年世界選手権のゆかで金メダル
を獲得しており、ついにオリンピックの舞台
でのメダル獲得となりました。試合後のイン
タビューでは「楽しんで」できたことや、出
場かなわなかった友人の選手への思いなどを
語っており、在学中から変わらず、何事にも
前向きに取り組み友だちを大切にする人柄が
感じられました。
彼女は中学校1年次と2年次にあたる2009年
と2010年に全国大会で女子個人総合優勝の2
連覇、女子団体総合でも1年次に準優勝、2年
次と3年次に優勝の2連覇に輝く快挙の担い手
でした。同じ時期に男子も2回目の団体優勝
を成し遂げ、全国大会で武蔵野東中が男女と
もに表彰台に上る時期でした。個人競技なが
らチームの団結が不可欠で、失敗にも負けず
0.1単位の点数を積み重ねて全国制覇を成し
遂げたことに彼女の存在感は絶大でした。
2年次の京都奈良学習で、彼女は「オリン
ピックにでられますように」と願い事を札に
書いていました。その夢を「銅メダル獲得」
につなげたこと。才能のみならず、努力と気
持ちの持ちようが彼女を作り上げたこと。
今、彼女の後輩として学校生活を過ごす生徒
たちに、真剣に取り組み続けることで、夢は
将来につながることを教えてくれています。
大道具リハーサル
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今年度も感染防止に気をつけながらのスポーツ大会となります。ソーシャルディスタンスをとるため、競技
にはいろいろな工夫をしている一方で、効率よくプログラムを進めるために陸上競技種目の表彰は最後に行う
こととしました。当日は全校生徒が最高の力を発揮してくれることを期待しています。

プログラム
開会式 9:00

8

50ｍ走決勝

予選通過者

9

500m・800・1000ｍ走決勝

予選通過者

1 縄跳び「チャレンジ THE ROPE」

全校生徒

2 短距離走（CDEクラス 80m, ABクラス 90m）

1年生

10 ハンドボール投げ決勝

予選通過者

3 大縄回し

3年生

11 障害物リレー

3年生

4 短距離走（CDEクラス 80m, ABクラス 90m）

2年生

12 むかでリレー

2年生

5 ２人３脚リレー

1年生

13 なわとびリレー

1年生

6 短距離走（CDEクラス 80m, ABクラス 90m）

3年生

14

予選通過チーム

7 球技リレー

2年生

（中休み）

4×100mリレー
陸上競技種目表彰 12:10頃
閉会式

チームリーダーからの一言
（白チーム・3年生 秋山いさん、秋山なさん、紺谷くん）
緊急事態宣言の影響で練習があまり多くできませんでしたが、白組は協力し合い、互いに高め合ってきました。
自分を、そして仲間を信じて一致団結し、練習以上の力が発揮できるように全力で頑張りたいと思います。
（緑チーム・3年生 秋山たくん、石黒さん、河口くん）
今年もコロナ禍において制限ある中での開催となりました。チームで一致団結し、全力で練習に取り組んできま
した。３年生は最後のスポーツ大会なので、悔いが残らないように、優勝を目指して頑張りたいと思います。
（赤チーム・3年生 加藤さん、仙北谷さん、牧大くん）
限られた練習時間の中で、一人ひとりが集中し、協力して取り組んできました。チーム全員が気持ちを一つに励
まし合って、今までの努力を出し切れるように頑張ります。そして、今回の経験を今後に活かせるようにします。

主な競技を紹介します
No.1 縄跳び 「チャレンジ THE ROPE」 (全校生徒)
1回戦は1年生、2回戦は2年生、3回戦は3年生、が行います。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よいことになっています。1年生は60秒、2年生は50秒、3年生
は40秒、二重跳びは30秒という規定の時間を引っかからずに跳べると一人ひとりに得点が与えられます。ただ
し二重跳びについては予選があり、15秒以上、もしくは25回以上跳べた生徒のみ出場します。
なお「縄スイ」によりABとCDEのペアでの練習回数がいちばん多かったチームには3点が加算されます。
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No.3 大繩回し (3年生)
試合は2回戦で行います。1回戦は、60秒間に1人ずつが連続で跳びぬけます。その合計数が1回戦の記録で
す。2回戦は、1回戦目の記録が良いチームからはじめます。全員がいっせいに跳躍し、跳んだ回数が記録とな
ります。ただし、この全員跳びでは1回も跳べなかった場合のみ、やり直しが1度だけ認められます。勝敗は1回
戦、2回戦の合計の数で決まります。

No.5 ２人３脚リレー (1年生)
2人3脚からスタートし、最大4人5脚で速さを競うリレー種目です。足にはチームカラーのゴムチューブを、手に
は棒を持って息を合わせて走ります。 真ん中にあるコーンを1周した後、さらに先にあるコーンを左回りに折り返
してゴール地点まで戻ります。

No.7 球技リレー (2年生)
9種類の球技スポーツの道具を使い、折り返しのリレー方式で勝敗を決めます。ペアでパスを繋ぐ競技では、
ゴールまでに10回以上のパスを繋がなくてはいけません。ボールを落とした場合は落とした地点から再スタート
となります。1人競技ではスピード感、ペア競技では、お互いの連携がレースの展開を左右します。

No.11 障害物 リレー (3年生)
ＡＢ組とCDE組が協力して1周100mを走ります。途中にハードル飛び越し、玉入れ、ペアなわとび、迷路の4か
所の障害物を乗り越えて、次の人にバトンタッチしていきます。 各チーム10組いますので、いかにペアで呼吸を
合わせるかが鍵となります 。

No.12 むかでリレー (2年生)
2人組のむかでからスタートし、運動場の中央付近で折り返します。その後3人組、4人組と人数が増えていきま
す。最後は、有志選抜6人のチームで、コースを半周し、ゴールを目指します。勝負のポイントは、むかでのリズ
ムにかかっています。

No.13 なわとびリレー (1年生)
前半はABクラスとCDEクラスが交互に、後半はABクラスとCDEクラスがペアになり、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。途中で縄が引っかかってしまったらその場から再スタートです。
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７～９月の部活動試合結果
陸上競技部 （入賞者）

ダンス部

●第67回全日本通信陸上東京都大会兼関東、全国大会選考会

●第60回東京都中学校総合体育大会兼第73回東京都中学

（7/17、18 上柚木陸上競技場）

校創作ダンスコンクール（7/21 なかのZERO大ホール）

3年早坂くん

共通走幅跳

6m40

3位

3年村松さん

共通100mH

14秒65

3位

●第60回東京都中学校総合体育大会兼第51回東京都中学

共通走幅跳

5m27

2位

校ダンス選手権大会

共通走高跳

148cm

5位

3年網木さん

共通女子4×100m（杉山さん、村松さん、御子柴さん、石井さん）
51秒25

6位

作品「運命の扉」

第１位（２年連続７回目）

（7/23 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場）
既成作品「カノン」 学校対抗戦 第１位 （16年連続26回目）
（大河原くん、仙北谷さん、谷口さん、牟田さん、山田さん）

※3年村松さんは、共通100mHで関東大会と全国大会に進出し
ました。

卓球部

●第49回関東中学校陸上競技選手権大会

●北多摩西地区近隣卓球大会（7/17,18 立川七中）

（8/6～8 埼玉県熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）
3年村松さん

共通100mH

14秒77

＜シングルス＞

総合9位

●第84回東京陸上競技選手権大会兼国民体育大会代表選考会

＜団体戦＞

優勝

3年三島さん

３回戦まで

3年小野くん

男子 １回戦まで 女子 ２回戦まで

（8/13,14 駒沢オリンピック陸上競技場） ●第49回関東中学校卓球大会
3年早坂くん

共通走幅跳

6m27

2位

3年村松さん

共通100mH

14秒68

1位優勝

共通走幅跳

5m19

1位優勝

共通走幅跳

4m80

7位

2年石井さん

●第48回全国中学校陸上競技選手権大会
共通100mH

２回戦まで

３年三島さん（ベスト64）

野球部
対 小金井野球クラブA

１対６ 敗退

14秒80（全国16位）

●JOCジュニアオリンピック第53回U16東京都代表最終選考会
（9/11 上柚木陸上競技場）
3年早坂くん

三段跳び

12m48

3位

3年村松さん

三段跳び

11m06

2位

※3年村松さんは、三段跳びでジュニアオリンピックカップ（下記）
出場が決定しました。

＜シングルス＞

●小金井市中学生野球大会（7/24 上水公園）

（8/16～20 茨城県笠松市運動公園陸上競技場）
3年村松さん

（8/9 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場）

美術部
●第70回はたらく消防の写生会 ポスターの部
（8/11～16 小金井宮地楽器ホールにて展示）
優秀賞 2年賀澤さん

入選 3年溝広くん

