す投球は三重高打線を翻弄︑久
居高は２回に相手の守備の乱れ
から１点を先取︑逆転された直
後の７回には死球とヒット︑送
りバント︑犠牲フライで再び同
点に︒しかしそのウラ三重に２
塁打と犠飛で１点を取られ︑こ
れが決勝点となって涙をのんだ︒

６月 日体育祭が行われた ︒
グ ラン ドコン ディ ショ ン不 良
で 幅跳 びの予 選が なく なっ た
以 外は ︑梅雨 の合 間を ぬっ て
予 選・ 本選と も全 競技 が滞 り
な く行 われた ︒今 年は クラ ス
対 抗種 目に新 たに 綱引 きが 追
加され大盛り上がりを見せた ︒
ま たパ フォー マン スで 時間 制
限 が厳 しくな り︑ 思わ ぬ減 点
となったクラスもあった︒

３年のパフォーマンスは高得点続出

対三重高戦先発の
エース倉世古侑己君（３年）

主な成績は以下の通り︒
︻パフォーマンス優勝︼
３の４・３の７・３の８
︵４８点で同点︶
︻綱引き優勝︼
１の５・２の１・３の１
︻ＨＲ対抗リレー優勝︼
１の１・２の１・３の１
︻大縄跳び︼
優勝 １の１︵１０４回︶
２位 ２の １︵６ ６回︶
３位 １の４︵４０回︶
︻クラス旗︼
優勝 ３の１︵１３２点︶
２位 ３の５︵１３１点︶
〃
２の４ ( 〃 ︶
︻総
合︼
優勝 ３の１︵５１３点︶
２位 １の１︵３９２点︶
３位 ２の１︵３６０点︶
４位 １の４︵２４４点︶
５位 ３の５︵２４２点︶
６位 ２の６︵２３３点︶

総合優勝は３年１組
大縄跳びで１年１組が１０４回
クラス対抗綱引き導入 は大成功
祭
体育

11

対神戸高戦
７回に集中打で３点
第 回全国高等学校野球選手
権記念三重大会が７月 日に開
会︑甲子園をめざす久居高校の
初戦は 日の津球場での２回戦︑
対神戸高校戦︒
この日の三重県内は 度を超
える猛暑︒炎天下に熱戦が展開
された︒序盤１回と３回に神戸
高校にそれぞれ１点ずつをとら
れたが︑久居高校も５回から反
撃︒５回にヒットと犠飛で１点︒
途中から先発古川君に代わって
マウンドにたった左腕清水和希
君が神戸打線を封じる一方︑７
回に４安打を集中して３点︑さ
らに９回にも１点を追加して５
対２で勝利した︒

１回から９回まで不動の姿勢

三 重県津 市戸木町 3569‑1

新聞部員募集中

上：試合開始
のあいさつを
終えベンチに
向かう久居ナ
イン
右：激闘の跡
を示すスコア
ボード
（ い ず れも 2 1
日の松坂球場）

11

35

手に汗握る接戦
好機にあと１本出ず
21

久居高新聞

ブラバンは選手のテーマ曲で応援

90

19

３回戦は 日の松阪球場︑対
三重高校戦︒主戦倉世古君が先
発︑テンポよく右腕から繰り出

21番目の選手がベンチ支える

発 行
三重県立
久居高等学校
新 聞 部

２回戦神戸に逆転勝ち
３回戦は三重高に惜敗

グランド・スタンドが
一つになった夏
スタンドの主役たち
21日松阪球場にて
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バレー2-5vs2-1Aの試合で５組のアタック

７月
︑

日

16

とも

度を超える

行われた︒二日間

︵通称夏スポ︶が

夏期スポーツ大会

15

さよならジェシカ先生

かったけれど︑みんな が助けて

す︒日本語を勉強する のが難し

ないのもいいですね︒

らしい︑東京みたいな大都市で

食べたことがあったけど日本の

生徒がとてもフレンドリー︑

京都です︒歴史があ ってすば

ＡＬＴのジェシカ先生が７月 くれました︒
日本の食べ物で一番おいし
で久居高校での教員生活を終え 日本で訪れた場所の中で一 いと思ったのは？︒
刺身です︒カリフォルニアで
番良かったのは？︒
られ︑母国アメリカに帰国され
る︒

方がだんぜんおいしい︒その次

症対策として︑水

手を振ってくれたり話しかけに

はお好み焼きかな︒

分補給のために学

きてくれたこと︒

するなどしたおか

販売の時間を早く

ｗＹｅａｒカウントダウンに参

学べたこと︒東京タワーでＮｅ

楽しかったのは文化の違いが

とう︒とてもさみしくなります︒

Thank you so much.
あたたかく迎えてくれてありが

帰国なさったら何をなさい
ますか？︒

校側で朝からお茶

大学へもどって心理学をあと
６年勉強します︒

げで︑熱い２日間

加したことが印象に残っていま

うございました︒先生は８月４

ジェシカ先生どうもありがと

は無事終わった︒

を用意してもらっ 日本での生活で一番楽しかっ
たこと︑一番困ったことは？
たり︑購買の飲料

最後に久居高校の生徒にひ
と言お願いします︒

グランドに歓声が 久居高校で一番印象に残っ
こだました︒熱中 ていることは？

猛暑の中︑体育館・

30

準優勝
１年1組
２年１組Ｂ
３年１組Ｂ
１年６組
２年１組Ａ
３年１組Ａ
１年７組
２年４組
３年５組
１年６組
２年１組Ａ
３年７組
１年６組
２年６組
３年１組Ａ
３年７組
準優勝
１年８組
２年１組
３年８組
１年５組
２年３組
３年３組
１年７組
２年５組
３年５組
１年１組
２年５組
３年２組
１年１組
２年５組
３年３組
１年３組
２年８組
３年７組

男
子
優 勝
ドッジ（１年）１年７組
〃 （２年）２年１組Ａ
〃 （３年）３年４組
サッカー（１年）１年１組Ａ
〃 （２年）２年７組Ａ
〃 （３年）３年４組
バレー（１年）１年１組
〃 （２年）２年５組
〃 （３年）３年１組
バスケ（１年）１年２組
〃 （２年）２年２組
〃 （３年）３年１組Ｂ
バド （１年）１年７組
〃 （２年）２年１組Ａ
〃 （３年）３年１組Ｂ
卓
球 ３年２組
女
子
優 勝
ドッジ(１年）１年７組
〃 （２年）２年８組
〃 （３年）３年１組
サッカー（１年）１年２組
〃 （２年） ２年１組
〃 （３年） ３年５組
バレー（１年）１年２組
〃 （２年）２年４組
〃 （３年）３年８組
バスケ（１年）１年３組
〃 （２年）２年３組
〃 （３年）３年５組
バド （１年）１年５組
〃 （２年）２年７組
〃 （３年）３年４組
卓球（１年）１年１組
〃（２年) ２年２組Ｂ
〃（３年）３年８組

日に帰国されるそうです︒

来年夏 三 重県で全国高
等学校総合 文化祭︵文化
部のインタ ーハイと呼ば
れてます︶が行われます︒

マスコットキャラクターの
みえびぃです。ヨロシク

熱っ戦展開の夏スポ
夏スポ結果
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