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元気いっぱいの 呉市立広中央中学校

「広中生徒」の育成 令和３年 ７月 ５日

運動部 本当によく頑張りました！
6 月 1 日，4 日，5 日と第７４回呉市中学校総合体育大会が行われました。コロナ予防対策により

練習時間等に制限がある中，各部が日頃の練習の成果を発揮し，頑張ってくれました。
(市総体の結果及び呉・賀茂地区大会の結果は以下に載せております。)

【呉市中学校総合体育大会】
▼陸上競技 男女総合 第４位
＜男子の部＞ 総合 第４位
１年 100ｍ 第４位 中本蒼馬 ２年 100ｍ 第１位 上垣内壱太 ２年 200ｍ 第３位 上垣内壱太
共通 400ｍ 第８位 坂井龍生 共通 800ｍ 第１位 森野哩気 １年 1500ｍ 第２位 坂本 旋
２年 1500ｍ 第３位 西 祐杜 ３年 1500ｍ 第２位 森野哩気 共通 3000ｍ 第７位 松田茄樹
共通走高跳 第７位 山根 仁 400ｍＲ 第６位 山根・中本・坂井・上垣内

＜女子の部＞ 総合 第７位
１年 100ｍ 第４位 有田陽菜 １年 800ｍ 第４位 武井ことの 2･3年 800ｍ 第１位 山瀬 優
第５位 池田 椿 共通 1500ｍ 第３位 山瀬 優 ，第６位 池田 椿
▼軟式野球 第２位
▼バレーボール男子 第３位
▼バレーボール女子 予選敗退
▼ソフトテニス男子 団体戦 優勝(大﨑，小田，菅，土本，仲，藤本，吉田，吉本)

個人戦 第２位（土本，仲）
▼ソフトテニス女子 団体戦 ベスト８
▼バスケットボール男子 優勝
▼バスケットボール女子 ２回戦
▼卓球男子 団体戦 Ａ級第３位 Ｂ級優勝
▼卓球女子 団体戦 Ａ級第３位
▼サッカー 第３位
▼剣道男子 予選敗退
▼剣道女子 団体戦 第２位

個人戦 第３位 上瀬正美
▼柔道男子 個人戦 ５５Ｋｇ級 第１位 川端隆世， ６６Ｋｇ級 第１位 吉本涉晟
▼水 泳 団体戦 第４位

男子 100ｍ背泳ぎ 第１位 村上海斗，200ｍ背泳ぎ 第１位 村上海斗
女子 100ｍ背泳ぎ 第３位 濵本小春，第５位 佛圓杏純

【呉・賀茂地区大会】
▼軟式野球 ベスト 8
▼ソフトテニス男子 個人戦 第２位（土本，仲）
▼バスケットボール男子 第３位
▼卓球女子 団体戦 ベスト 8(第 7位))
▼剣道女子 団体戦 第２位
▼柔道男子 個人戦５５Ｋｇ級 第２位 川端隆世
【呉市陸上競技選手権大会】

男子 100ｍ 第２位 上垣内壱太 200ｍ 第３位 上垣内壱太 400ｍ 第２位 坂井龍生
第４位 原 安志 1500ｍ 第１位 森野哩気，第６位 松田茄樹，第６位 西 祐杜
3000m 第１位 森野哩気，第５位 原 安志，第６位 坂本 施，第７位 渡邊敬介
男子 400ｍＲ 第４位（坂井，山根，中本，上垣内）
女子 800ｍ第１位 山瀬 優，第４位 池田 椿， 1500ｍ 第２位 山瀬 優，第６位 池田 椿
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スクールカウンセラー来校日 《 窓口：二井教頭まで連絡お願いします。 》
期 日 ７月 １日（木） ７月 ８日（木） ７月１５日（木） ８月 ５日（木）

時間帯 木曜日の ９時５５分～１６時４０分
※ 下線 の日は１３：４０～１６：４０です。
※ 希望の日時を事前にご連絡ください。 （℡ ７１－８５２４）
※ カウンセリングは無料です。また，相談内容については，秘密は厳守します。

相談窓口（体罰，セクシュアル・ハラスメント，いじめ 等）
次のようなことがあれば相談してください。必ずあなたを守ります。

(例)先生からたたかれたり，蹴られたりした。

(例)先生から携帯電話などで誘われたり，身体を触られたりして嫌な気持ちになった。

(例)友だちから無視されたり，悪口を言われたりした。

○ 広中央中学校 電話 （０８２３）７１－８５２４

二井 琢磨(教頭) 矢藤 真二郎(主幹教諭) 村岡 泰幸(教務主任)

三浦 圭太朗(生徒指導主事) 田村 さおり(養護教諭)

○ 保護者相談窓口

担当者 ＰＴＡ会長

相談方法 電話で直接伝えてください。

○ 呉市教育委員会 教職員係 電話 (０８２３)２５－３６１４

相談時間 月曜日から金曜日までの午前８時30分から午後５時15分まで

○ 広島県教育委員会 『体罰，セクシュアル・ハラスメント相談窓口』

専用電話 (０８２)５１３－４９１７・４９１８・４９１９

相談時間 月曜日から金曜日までの午前８時30分から午後５時15分まで

○ 広島県立教育センター 『体罰・セクハラ等相談ダイヤル』

専用電話 (０８２)４２７－３０７６

相談時間 月曜日から金曜日までの午前９時から午後４時まで

７月の主な行事 ８月の主な行事
１日(木) 期末試験③ ３日(火) 呉選手権(サッカー)

スクールカウンセラー来校日 ４日(水) 呉選手権(サッカー)
２日(金) 漢字検定 ５日(木) スクールカウンセラー来校日
７日(水) コスモスボランティア 実力テスト(３年)
８日(木) スクールカウンセラー来校日 ６日(金) 実力テスト(３年)
９日(金) 食育指導(２年) 修学旅行説明会(２年) １０日(火) 諸費引落日

１２日(月) 諸費引落日 １２日(木)～１６日(月)一斉閉庁
１５日(木) スクールカウンセラー来校日 ２３日(月) 授業(３年，６時間)
１６日(金) 大掃除 ～３１日(火)
２０日(火) 終業式・非行防止教室 ２４日(火) 呉市新人大会(水泳)
２１日(水) 校外学習(３年) ３０日(月) 全学年授業(４時間)
２４日(土) 呉選手権(野球・陸上・卓球 ～３１日(火)

・柔道・剣道)
２５日(日) 呉選手権(野球・陸上)
２６日(月) 呉選手権(野球・バレー)
２７日(火) 呉選手権(野球・バレー)
２８日(水) 呉選手権(野球)
２９日(木) 呉選手権(バスケ・テニス)
３０日(金) 呉選手権(バスケ・テニス) 夏の演奏会

三者懇談は 26日(月)～ 30日(金)まで


