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サッカー部員の那覇地区夏季総体を終えての感想を
連載します。全力で戦った選手達の姿が、今でも鮮明
に蘇ってきます。生徒たちのエネルギーの素晴らしさ
を日々感じています。運動会に向けて、直向きに努力
している皆に感謝しています。

【サッカー部】

結果は負けてしまいましたが、とても良いプレーが
できました。ディフェンスにポジションが変わり、相
手のシュートの本数も減ったので、自分なりに頑張り
ました。また、３年間の部活はとても楽しかったです。

仲道渚亜

今回コロナ禍での夏季総体で例年とは異なった状
況での参加でしたが、自分なりのプレイを発揮し、引
退に相応しい締めくくりが出来ました。結果は残念で
したが、この経験を生かして陸上大会や高校サッカー
に挑戦したいです。また、今回の遠征を通して学んだ
最上級生としての意識やリーダーシップを残りわずか
な中学校生活で用いて高校進学を目指したいです。

糸数逸晴

僕は、那覇地区総体に向け練習を頑張ってきました。
試合に出ていない時に、皆が頑張っている所を応援で
きました。３年生になったら、パスの速さや周りを見
て行動する事を早くし、ロングを綺麗に出来るように
頑張って行きたいです。 我那覇羅斐斗

僕は、今回の大会で、しっかり体を使って悔いの無
いようベストを尽くすことができました。また、３年
生の先輩方が引退するので、３年生をしっかりサポー
トすることを意識しました。石田中に０－７で負けて
しまったけど、次からは、僕たちの学年が後輩を引っ
て練習から声出しやプレイでお手本になれる様に頑張
りたいです。 副島晴

石田中はパス回しが上手く、パススピードが速くワ
ン・ツーが上手だったのですが、自分の全てを出すこ
とが出来ました。自分からドリブルをすることは無か
ったのですが、トップの人にちょっとでも貢献する事
が出来たと思います。来年は、自分達が３年生なので
悔いが残らないよう最高の試合をしたいです。

國吉律希

僕は、試合には出れなかったけど、皆の頑張ってい
る姿が見れて良かったです。３年生になっても、サッ
カーを頑張って、笑顔で終われるようにしたいです。
これからは、１・２年生だけになるので、皆で声を出
して頑張りたいです。 中村颯輝

那覇地区総体に行っての感想は２つあります。１つ
目は、15 分ほど試合に出てディフェンスをしたりオフ
ェンスをして頑張った事です。２つ目は、７対０で負
けたけど、皆頑張っていたことです。これからは、ま
ず１勝をすることを目指し練習をして実力を伸ばして
いきます。 國吉竜斗

自分は、ベンチから見ていただけですが先輩方の応
援が出来ました。また、先輩方や同級生のプレイから
いろんな事を学ぶことができました。次の大会では、
もっと今まで以上に練習して代表に選ばれてピッチに
立てるよう、マークの意識や攻守の切り替えを素早く
して、パスミスを無くせるよう頑張ります。 大城仁

僕は、大会を通して声を出す大切さを学びました。
声をかけ合うことで、自分の意識を高めることができ
ると思うからです。でも、今回の大会では声を出せて
いなかったので、練習から
声を出して、本番でも出せるようにしたいです。また、
１年生として、先輩のサポートも出来るようにしたい
です。 遠藤蒼大

今回の大会に出てみての反省点は、声があまり出な
かったことと相手を上手くマーク出来なかったことで
す。新人戦では、そのことを上手く改善できるように
頑張ろうと思いました。それに、初めての中学校の試
合だったので、緊張したけど楽しくプレイ出来たので
良かったです。来年は、今の２年生が最後の大会にな
るので、自分の目標達成と１勝出来るように普段の練
習から集中して、今よりも上手く動けるように頑張り
たいです。 佐々木花

僕は、この大会で気付いたことが２つあります。
１つ目は、先輩達と絆を深める事が出来たことです。
２つ目は、日々の練習を今まで以上に頑張って取り組
んで行くと言うことです。次は、新人大会で優勝を目
指して頑張りたいです。 濱元奏人

那覇地区総体を終えて感じたことは、もう少し練習
して大会に出られるように、本などを参考にするなど
工夫していきたいです。また、とても楽しかったです。
次の大会では、シュートに繋げるパスなどの活躍がで
きるように頑張りたいです。 小野覇空真

私は、那覇地区総体に参加できてとても良い経験に
なりました。結果として負けてしまい悔しかったです
が、新人戦では良い結果を残せるようにしたいです。
また、大会を通して自分に足りなかったところを改善
できるようにしたいです。これからは、部活動や自主
練を通して、自分の苦手なドリブルやパスを克服でき
るように頑張って行きたいです。また、体力を増やせ
るように頑張りたいです。 糸数凪沙

今回の大会は、ベンチで観ていたのですが、自分が
思っていた以上に石田中学校は強く、思い通りに動け
ませんでした。負けてしまったけど、次の大会では勝
てるように、もっと練習をしたいです。練習では、ト
ラップを確実にしてミスを無くしたり、一つ一つの小
さな事がちゃんと出来るように、これから頑張って行
きたいです。 渡慶次凜夏

那覇地区総体に初めて出て緊張しました。相手の石
田中学校は、強くて緊張しました。７－０で負けて悔
しかったです。練習不足というのが分かりました。こ
れからは、自己練習などを入れて頑張り、次の大会で
いい結果を残したいです。 上間帆純



９月 26 日(土)・27 日(日)の両日、「タピック県総ひ
やごんスタジアム」で開催された全沖縄ジュニア陸上
競技選手権大会。本校からエントリーした選手たちは、
日頃の練習の成果を遺憾なく発揮し、満足のいくレー
スを展開してくれました。共通３年男子 100m で金城
楓樹さん、女子 100m でシサレリ音仁さんが、それぞ
れ４位入賞しました。１年女子 100m では、糸数凪沙
さんが３位入賞しました。大会に出場した皆さんは、
大会までの頑張りと当日の感想を寄せてくれました。
来月は、那覇地区駅伝競走大会が、浦添市で開催され
ます。「チーム西中」としての総合力を発揮して下さ
い。

僕は、３位以内に入ることを目標にしていましたが、
決勝で４位という結果で、とても悔しかったです。こ
の悔しさをバネに、これからも練習を頑張って行きた
いです。結果は４位でしたが、タイムは 11 秒 16 とい
うタイムを出したので嬉しかったです。仲間とも切磋
琢磨して練習が出来て良かったです。

キャプテン 共通 100 ｍ 金城颯樹

今回、Ｊｒ陸上大会に参加して初めて 3000m 走に挑
戦しました。今までは、1500m 走を走ってきたため、
ペース配分が分からず、最後まで走りきれるか不安で
したが練習してきた家庭を自信にして本番にの挑みま
した。結果は、参加人数の半数である目標の 15 位以
内と自分の走りを発揮できました。この経験を生かし
て、次の駅伝大会に向け仲間と切磋琢磨し合いながら
練習に励みたいです。 共通 3000 ｍ 糸数逸晴

今回、Ｊｒ陸上に参加して初めて 100m 走に出て、
自分のベストを尽くして自分の最高記録を出せたので
良かったです。仲間とも切磋琢磨して練習が出来てと
ても良かったです。 共通 100 ｍ 中村一輝

3000m に初めて出て緊張し、呼吸が荒れてしまい、
堂々と走れませんでした。Ｊｒ陸上大会では、互いに
切磋琢磨出来たと思いました。共通 3000 ｍ 國吉悠矢

今回のＪｒ陸上大会で８位以内に入るという自分の
中での目標を達成することが出来ず、とても悔しかっ
たです。しかし、去年の自分の 3000m の記録を超して
今大会で自己ベストを出せたので良かったと思いま
す。これからも切磋琢磨で、皆と頑張りながら練習し
たいです。 共通 3000 ｍ 比嘉輝

Ｊｒ陸上に参加し、これまで仲間と切磋琢磨し合い
練習をやって来て、本番では自己ベストを出すことが
出来たので良かったです。また、これからは受験生と
して、頑張るようにしたいです。

共通 100 ｍ 大城未喜佳

私は、今まで皆と切磋琢磨しながら頑張ることが出
来ました。皆、笑顔で終わることが出来て嬉しかった
です。 共通 100 ｍ シサレリ音仁

Ｊｒ陸上大会を終えての感想は、女子 100m に出て、
最初は緊張して絶対最下位と思っていましたが、組３
位という結果でした。タイムレースだったので、予選
落ちしてしまったけど、練習したことを発揮すること
が出来ました。応援も頑張ることが出来ました。仲間
と切磋琢磨出来ました。 共通 100 ｍ 仲原結華

今回、100m を走ってみて、予選落ちという残念な結
果でしたが、同時に自分の改善点にも気づく事が出来
たので良かったです。来年、出ることが出来るなら決
勝に行けるように切磋琢磨し頑張って行きたいです。

２年 100 ｍ 國吉朝陽

私は、Ｊｒ陸上に参加して、自分のベストを尽くし、
最高記録を出せたので良かったです。また、楽しく走
れたし、仲間と切磋琢磨して走れたので、とてもいい

経験になったと思います。 共通 1500 ｍ 渡慶次伶来

初めての個人種目だったので、すごく緊張しました。
思った結果より良くはありませんでしたが、自己ベス
トを出せ、自分の実力を知ることが出来、良い経験に
なりました。次は、多くの人に勝ち、切磋琢磨で取り
組んで行こうと心から思えました。

共通 1500 ｍ 安里琉衣夢

僕は、この大会で自己ベストを更新することを目標
にしていました。スタートラインに立って少し緊張し
たけど、練習してきた成果を発揮することが出来て自
分のベストを更新できました。「切磋琢磨」して頑張
ることが出来ました。 １年 1500 ｍ 遠藤蒼大

僕は、１年 1500m を走って、37 人中 23 位という結
果でした。悔しかったですが、自分の力を発揮できて
良かったです。次は、駅伝があります。駅伝でも出れ
たら切磋琢磨し頑張りたいです。

１年 1500 ｍ 上間帆純

Ｊｒ陸上大会では自己ベストを出せた。ペースがち
ょっと落ちた部分があるから、それを修正して次は最
初からいいペースで頑張りたい。

１年 1500 ｍ 本永稀世飛

僕は、大会で分かったことが２つあります。１つ目
は、会場いる他の選手とコミュニケーションをとるこ
とが大切と言うこと。２つ目は、アップをしっかりし
て体を温めないといけないと言うこと。駅伝に向けて
切磋琢磨する。 １年 100 ｍ 濱元奏人

僕は、今まで練習してきたことを出す自己記録のベ
スト、ベスト３に入ることを目標に頑張りました。僕
は、４組の時に走りました。７人走った中５番と、と
ても悔しい気持ちです。負けても勝っても仲間と切磋
琢磨出来たので良かったです。１年 100 ｍ 本永裕貴

私は、Ｊｒ陸上大会に出場することが出来て、とて
も良い経験になりました。また、自己ベストを更新す
るという目標を達成することができました。初めての
陸上大会で、とても緊張しましたが楽しく走ることが
できたので次の大会でも切磋琢磨して頑張りたいで
す。 １年 100 ｍ 糸数凪沙

Ｊｒ陸上大会を終えて結果は良くはなかったけれど
自分の目標３分を切るこということが達成できて良か
ったです。Ｊｒ陸上では切磋琢磨できたので、とても
良かったです。 １年 800 ｍ 國吉愛瑠

私は、初めてＪｒ陸上大会に参加して、走る前まで
心臓が「バクバク」していたけど、走ってみると緊張
がほぐれました。『切磋琢磨』して走ることが出来て
自己ベストを出すことが出来たので良かったです。
800m を練習して新しく自己ベストを出したいです。
Ｊｒ陸上に大会に出て良かったです。

１年 800 ｍ 仲地心優

今回は、初めての長距離での参加で、とても緊張し
ました。結果は良くなかったけど、棄権することなく
切磋琢磨して頑張ることが出来ました。次は、駅伝に
向けてペース走の練習をしたいです。

共通 1500 ｍ 安里望音


