西川中だより
西川小中 ケアハイツ車椅子贈呈

第 120 号
令和 3 年 2 月 12 日
西川町立西川中学校
校長 齊藤 晃子

空缶回収ご協力ありがとうございました

西川小中で行ってきたアルミ缶プルタブ回収で得た収益で、車椅子
１台をケアハイツ西川に贈呈しました。２月９日(火)に西川小学校に
おいて、西川小中の代表が参加してケアハイツ代表の方への贈呈式が
行われました。子どもたちが集めたり、自宅から持ち寄ったりしたア
ルミ缶・プルタブの他、保護者の皆様、地域の皆様から直接学校に搬
入いただいたものを合わせて８００キロ以上になり、車椅子を購入し
贈呈することができました。皆様のご協力に感謝申し上げます。

令和２年度体育的活動表彰
◇西村山中学校新人総合体育大会兼県中学校新人総合体育大会カヌー競技（９／５）
第１位 WK-1 鈴木
第 2 位 K-2 佐藤
K-4 佐藤
WK-2 鈴木
WK-4 鈴木
第 3 位 K-1 佐藤
C-1 伊藤
第 4 位 K-1 奥山
K-2 伊藤
第 6 位 WK-1 阿部

紅葉②
岳眞②・奥山
岳眞②・奥山
紅葉②・奥山
紅葉②・奥山
岳眞②
直大①
昊己②
巧真②・奥山
咲優①

昊己②
昊己②・伊藤 巧真②・奥山 陽朗人②
陽菜②
陽菜②・阿部 咲優①・荒木 一楽①

陽朗人②

◇西村山中学校新人総合体育大会（９／２６・２７）
【団体】
第２位◆バレーボール男子 （＊県南ブロック大会出場）
山崎 登生② 太田 絢斗② 早坂 吏功② 井上 楓太②
横山 清覇①
◆卓球女子 （＊県南ブロック大会出場）
玉谷 美月② 設楽 知花② 伊藤 綾乃① 大泉 陽路①
第３位◆バレーボール女子
奥山 凜音② 郷野 真由② 早坂 南奈② 若月うらら②
◆剣道女子 （＊県南ブロック大会出場）
工藤 春香② 庄司 怜那② 髙橋 綺乃② 宮林 芽生②
◆剣道男子
飯田 陽大② 後藤 瑠依② 佐藤 威吹②
髙橋 奏人① 奥山 翼①
奥山 陽斗① 阿部 友利①
◆卓球男子
長堀 瑛太② 菅野 清貴② 工藤 飛馬② 佐藤 佑吏②
荒木 璃央① 丸屋 奏太① 高城 駿平①

大泉 彪斗①

工藤 帆波① 今野 志保①
松田 麗愛①

◆剣道男子個人
◆剣道男子個人
◆剣道女子個人
◆剣道女子個人

飯田
佐藤
工藤
庄司

門脇 那歩①

古沢あんじ①

清野 巧真② 古澤 陽季②

【個人】
第３位
第５位
第５位
第９位

大泉 幸誠①

陽大②（＊県南ブロック大会出場）
威吹②（＊県南ブロック大会出場）
春香②（＊県南ブロック大会出場）
怜那②（＊県南ブロック大会出場）

◇令和２年度山形県陸上競技選手権大会（１０／１０）
第５位

◆陸上男子

３０００ｍ

古沢

颯汰②

◇山形県中学校新人総合体育大会南ブロック大会（１０／１７）
第３位◆バレーボール男子

（＊県決勝大会出場）

山崎 登生② 太田 絢斗② 早坂 吏功②

井上 楓太②

大泉 彪斗① 大泉 幸誠① 横山 清覇①

◇山形県中学校新人総合体育大会決勝大会（１１／１４）
第３位◆バレーボール男子
山崎 登生② 太田 絢斗② 早坂 吏功②

井上 楓太②

大泉 彪斗① 大泉 幸誠① 横山 清覇①

◇令和 2 年度 西川町体育協会優秀選手表彰(1／１６)
優秀賞<サッカー> 渋谷 竜聖③ 菊地 七斗③ <水泳> 荒木 脩汰① 紺野 きよら①

◇令和 2・3 年度スポーツ優秀指定選手
<水泳> 荒木 脩汰① 紺野 きよら① <陸上>

古沢 颯汰②

<バレーボール> 太田 絢斗② <カヌー> 佐藤

岳眞② 鈴木 紅葉② 伊藤 直大①

令和２年度文化的活動表彰
◇笑顔満開！にしかわ健康まつり

親子健康標語

最優秀賞 齊藤 志穏①
優秀賞

松田 和流① 太田 隆斗③ 設楽 大樹③

◇令和２年度 中学生の「税についての作文」
山形県納税推進協議会会長賞

横山 颯人③

西川町商工会長賞

鈴木 葉月③

◇内藤秀因記念水彩画公募展
優良賞 松田 心愛③ 「旅行の思い出」
入選

齊藤 志穏①

「みんなで桜」 鈴木

葉月③ 「跡」 佐藤

美緒③ 「思い出の桜」

◇梅津五郎芸術賞全国絵画公募展
入選

伊藤 綾乃①「雪の思い出」

荒木 一楽①「思い出のイルカショー」

庄司 怜那②「お花見しながらおさんぽ」 玉谷 美月②「月山の朝日」
荒木 瑛奈②「庭」

小座間 楓③「夕日の中で」

菅野

晴菜③「家族」

◇令和２年度省エネ「ポスター」コンテスト
省エネ特別賞

鈴木 葉月③

佳作

飯田

陽大②

佳作

横山 颯人③

◇第４６回アンサンブルコンテスト村山地区大会（１２／19）
銀賞 ＜木管四重奏＞「森のカルテット」
佐藤 寧音②

塩野 爽空② 工藤 成珠① 澁谷 麻那①

銀賞 ＜金管六重奏＞「ジークフリート」
荒木 瑛奈② 荒木 優美② 飯野
黒坂

葵②

古澤 怜奈②

舞① 大泉 咲希①

◇第２７回丸山薫少年少女文学賞「青い黒板賞」 （１／１６）
佳作

奥山

逞③「軸」

◇第３８回西川町読書感想文・感想画コンクール
最優秀賞 黒坂
舞①「世界から私が消えたなら」
優秀賞
工藤 成珠①「命のおもさ」
佐藤 美緒③「犬と私の１０の約束を読んで」
佳作
太田 絢斗②「強い自分へ」

