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６月５日(土)～に開催された那覇地区夏季総
体に参加した各部活動の３年生に感想を書いて
もらいました。これまでの練習を回想したり、
本戦での気持ちの変化等を書いています。頑張
った皆さんに拍手を送ります。併せて試合結果
も掲載します。

☆野球
１回戦 VS 昭薬附属中 １－６(敗)

☆サッカー
１回戦 VS 浦西中 １－７(敗)

☆男子バスケットボール
１回戦 VS 安岡中 61 － 37(勝)
２回戦 VS 浦添中 55 － 56(敗)

☆女子バスケットボール
１回戦 VS 沖尚中 48 － 47(勝)
２回戦 VS 神森中 35 － 88(敗)

☆女子バレーボール
１回戦 VS 那覇中 ０－２(敗)
２回戦 VS 仲西中 ０－２(敗)

〈女子バスケットボール部〉
今回の大会は、２回戦負けという悔しい結果

になってしまったけど、最後まで諦めずに自分
たちらしいプレーができました。３年生にとっ
ては、引退試合になってしまって、目標には届
かなかったけど、今までで１番良い試合をした
んじゃないかと思います。周りの人に感謝して、
学校生活や受検に生かして頑張っていきます。

３年 キャプテン 渡慶次伶来

私たちは、２回戦の神森中学校との試合に負
けてしまい、目標だったベスト４進出の達成は
できませんでした。悔しい結果になりましたが、
今までを振り返っても、今回の大会は１番良い
試合ができたと思います。今まであった「競り
負ける」ということがありませんでした。全員
で踏ん張ることができたのが今大会の最大の成
果だと思います。私たち３年生は、これで引退
になりますが、部活動を通して学んだ事をこれ
からの学校生活にも活かしていけるようにした
いと思います。 ３年 内間莉麗

これまで、コロナ禍で限られた練習の中で、
最後の大会のために練習に励んできました。大
会当日は、少し緊張感をまじえながら試合に挑
みました。結果は、１回戦目、沖尚に１点差で
勝ちました。２回戦目は、神森中と戦って大差
で負けました。とても悔しかったです。ですが、
地区２位の相手から点が取れたので嬉しい気持
ちもありました。２年ちょっとの部活動、とて
も楽しかったです。 ３年 大城明日美

１回戦目の沖尚戦では、１点差で勝つことが
できました。体格差がとてもあって、どうなる

かと思ったけどチーム皆の勝つ気持ちが強く勝
利できました。２回戦目の神森は、準優勝チー
ムで大差をつけられたけど、全力を出し切りま
した。最後の大会は、嬉し涙と悔し涙でいっぱ
いでした。３年間トラブルも多くて何度もやめ
たいと思ったけど、同級生６人でここまで来ら
れてとても良かったです。入ってきた１年生３
人も含め 12 人と少ない人数でしたが、このメ
ンバーと部活ができて幸せでした。淳先生、基
雅先生、顧問ありがとうございました！成長で
きました！ ３年 安里望音

今回の大会では、１回戦沖尚中に１点差で勝
利し、２回戦の神森中に 50 点差で負けてしま
いました。１回戦では、４クウｫータの残り６
秒まで接戦だったので勝利が分かったときの喜
びは今までに味わったことのないものでした。
２回戦目では、自分のプレーで相手を翻弄し、
活かすことができず悔しかったです。今回の大
会で学んだ事や改善点を発揮するところがない
ことは何より悔しいです。今まで私たち女子バ
スケットボール部の練習を見て下さった顧問の
淳先生、基雅先生、大会へ参加させて下さった
校長先生、その他の先生方ありがとうございま
した。 ３年 安里琉衣夢

今大会で私たち３年生は、最後なので大会が
中止にならず開催されることができて良かった
です。１回戦目は１点差で勝つことができたけ
ど、２回戦目では点差が広がり負けてしまった
けど、皆あきらめずに試合をして良いなと思い
ました。 ３年 安里そあら

〈野球部〉
私たち野球部は、那覇地区中学校夏季総体育

大会で、１回戦目、昭和薬科中と対戦し、６対
１で負けてしまいました。でも、３年間の練習
の集大成となったので良かったです。これから
は、受検に気持ちを切り替えて勉強を頑張れる
ようにしたい。 ３年 キャプテン 久手堅莉稀

私たち野球部は、日々の練習で基礎基本を意
識してきました。私は、熱を出して行けなかっ
たので高校でも野球をし、大会に行きたいです。

３年 仲宗根愛音

僕たち野球部は、野球場が使えず、サッカ
ー部と一緒に運動場を使いました。サッカー部
も僕たちのために、日常運動場を全部使うが半
分野球部に使わせてくれました。僕たちは、昭



和薬科中と試合をしましたが、６対１で負けて
しましました。ファーボールがきっかけで負け
ましたが、この苦い経験を生かして、これから
も頑張っていきたいです。 ３年 久手堅結人

僕は、２年生後半からピッチャー練習して、
最初はフォームを作るのに苦労しました。顧問
から注意を受けながら頑張りました。でも、大
会では、ファーボールを７回出し、最悪な結果
だったので、次の世代に良いように引き継ぎた
いです。 ３年 屋部樹希也

〈男子バスケットボール部〉
僕たち男子バスケットボール部の努力は、デ

ィフェンス力の上達、体力づくりを頑張ってき
ました。今の気持ちは悔しいという気持ちしか
ありません。これからは、勉強を頑張り自分の
第１志望校に受かりたいです。

３年 キャプテン 安里将

今回の夏季総合体育大会では、１回戦目 61
対 37 で勝ちましたが、２回戦目は 55 対 56 と
惜しくも１点差で負けてしまいました。課題だ
と思ったのは、４ Q まで保つ体力とシュート
の決定率です。２回戦目は、フリースローの成
功率の悪さで負けてしまったと思うので、「し
っかり練習しとけば良かった」と後悔していま
す。僕たちは、 Jr ウィンターカップに向けて、
まだまだ頑張ります。また、受検生でもあるの
でバスケットボールだけじゃなく勉強もしっか
り頑張りたいです。 ３年 比嘉輝

これまでダッシュを頑張ったり、ディフェン
スを頑張ったり、シュートを頑張ったりしたけ
ど、２回戦勝てなくて、とても悔しかったです。

３年 本永飛勇駕

今回の大会を終えての感想は、１回戦目安岡
中学校と対戦して勝ち、２回戦目浦添中学校に
55 対 56 で負けてしまいました。悔しかったけ
ど、同じチームで３年間キツい練習を耐えてや
ってきたので悔いはありません。これからは、
受検勉強を頑張りたいです。３年 宇根衣玲葉

今回の大会を終えて、フリースローが課題で
す。大会で負けてしまいました。高校は部活を
やるか分からないけど頑張りたいです。

３年 當間勝希

自分は、２年生から嫌々始め、皆ほど経験と
実力が無く、その差を埋めるために練習をして
きました。しかし、夏季総体では２回戦敗北と
いう結果に終わりました。全力で試合に臨むこ
とはできたものの、悔しかったので、この悔し
さをバネに、これからのことをちゃんとしたい
です。 ３年 國吉朝陽

最後の大会で負けてしまったのは悔しさもあ
りますが、これからは、このような悔しさを感
じないように、全てのことをしっかりとやって
いきたいと思います。 ３年 田中瑠羽偉

〈サッカー部〉
僕は、中学校に入学して初めて部活動に入り

ました。サッカーが楽しそうという理由でした。
最初は１人でしたが、羅斐斗、晴、颯輝と３人
も増え、部活動のおもしろさを知り、良い思い
出になりました。最後の大会では、浦西中に負
けてしまいましたが、１年生初の大会で３年生

とプレーでき、２年生と今まで以上に協力でき
てとても楽しかったです。最後になりますが、
中学校生活、部活動をを支えてくれた、保護者、
先生、ありがとうございました。

３年 キャプテン 國吉律希

中学校で初めてやったサッカーで、１年の時
よりも上手になったと感じています。最後の大
会は、前半に１点を決めることができたが、後
半５点も与えてしまって７－１で負けてしまい
ました。サッカーで学んだ事はとても多く、そ
の中からキツい練習をやり抜く力を受検勉強に
生かしたいです。 ３年 副島晴

サッカーは、中学生になってから始めて、１
年から３年までの３年間近く続けてきました。
練習では特に、シュートを頑張って来ました。
試合は最後でしたけど、自分的には今までで１
番やり切った感があって良かったです。

３年 我那覇羅斐斗

僕は、最後の大会で緊張したけど、最後まで
良い試合が出来て良かったです。大会は負けて
悔しかったけど、今までのことを振り返って、
高校に行っても頑張りたいです。

３年 中村颯輝

延期されていた今年度の運動会、７月 17 日
(土)に開催が決定しました。３年生を中心に、
自分たちで創造する運動会を目指し、練習に取
り組んでいます。生徒会執行部、体育委員会が
後輩たちを引っ張り、日々奮闘しています。
運動会当日は、感動の嵐に包まれること間違

いなしと思います。体育の授業、休憩時間の練
習、そして全体練習で見る生徒たちの姿に感動
しています。運動会の案内が届くと思います。
プログラムに掲載する「テーマ」を紹介します。

「嘉陽田丘に 轟かせ！ 僕らの熱い 西中魂！」
本テーマは、３年生が考えたものです。設定理
由は、「熱い西中魂を胸に、１人１人が全力を
出し切るという熱い気持ちでぶつかり合える、
そんな運動会にしたいといと思ったからです。」
生徒１人１人が輝ける運動会にはるはずです。

○運動会代休 ７月14日(水)
○第15回運動会 ７月17日(土)

○１学期終業式 ７月20日(火)
○２学期始業式 ８月25日(水)
○PTA親子美化作業 ８月29日(日)


