
太田市立世良田小学校

学 校 だ よ り

平成３０年８月２１日
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残り１０日あまり・・・
夏休みも残すところ１０日あまりとなりました。これまで大きな事故や事件の連絡もないので、みんな

無事に、楽しく充実した夏休みを過ごしていることと思います。保護者の皆様もお変わりありませんか？

今年の夏は、例年にない猛暑で前半のサマースクールやプール教室の実施も心配されましたが、すべて

予定通りに実施できました。交通事故や熱中症になる児童もなく、児童の安全に対する保護者の皆様のご

理解、ご協力をいただきながら無事に終了することができました。ありがとうございました。

３，４年生が参加するはずだった世良田祇園祭が台風の影響により中止になってしまったことは残念で

したが、祭実行委員会よりやさか飴をいただき、水泳検定日等を利用して児童への配付を行いました。

残りわずかになってきましたが、早寝・早起きの励行、学習時間の確保、規則正しい生活習慣の確立な

ど、学校生活へのスムーズな移行を意識しながら残りの日々を安全に、そして大切に過ごして欲しいと思

っています。どうぞよろしくお願いします。

太田市小学校 ７月３１日（火） 館林市城沼市民プール

館林市の城沼市民プールにおいて太田市小学校水泳大会が実施されました。

本校からも出場を希望した５，６年生代表選手が参加しました。７月に入ってから連日練習を続けてき

た児童が、それぞれの自己記録更新を目指して精一杯泳ぎ、全力を尽くして頑張ってくれました。

参加児童の結果をお知らせします。（全出場選手と記録）

男子 女子

５０ｍバタフライ６年○朝倉 康成君 50秒 56 ５０ｍ背泳ぎ６年○南 美貴さん 44秒 03 第 4位
第 4位 ５０ｍバタフライ○５年 髙橋 愛梨さん 33秒 10

５０ｍ平泳ぎ６年 亀山 大哉君 56秒 13 第１位

〃 ６年 安田 隆凱君 57秒 11 ５０ｍ平泳ぎ６年 今井陽菜乃さん 1分 00秒 31
〃 ５年 小林 大飛君 1分 03秒 79 ５０ｍ自由形５年 南 咲貴さん 47秒 03
〃 ６年 桶谷 拓未君 1分 03秒 86 ２００ｍ個人メドレー５年○石関ひまりさん

〃 ６年 青木 健流君 1分 06秒 22 3分 18秒 76 第１位

５０ｍ自由形５年 伊澤 磨裕君 47秒 59 ○２００ｍメドレーリレー

〃 ５年 中島 知暉君 52秒 85 ６年 南 美貴さん

〃 ５年 仁科 舜君 53秒 12 ５年 石関 ひまりさん 2分 41秒 28
〃 ６年 籠崎 隼音君 1分 16秒 19 ５年 髙橋 愛梨さん 第２位

２００ｍメドレーリレー ６年 今井 陽菜乃さん

６年 青木 健流君 ○２００ｍリレー

６年 亀山 大哉君 3分 42秒 23 ５年 髙橋 愛梨さん

６年 朝倉 康成君 ５年 石関 ひまりさん 2分 25秒 02
６年 安田 隆凱君 ６年 今井 陽菜乃さん 第２位

２００ｍリレー ５年 髙橋 愛梨さん

５年 伊澤 磨裕君

６年 桶谷 拓未君 3分 10秒 71 ○印は８位以内の入賞者です。入賞者については、

６年 安田 隆凱君 後日表彰を行います。また、５０ｍバタフライ

６年 朝倉 康成君 の髙橋さん、200ｍ個人ドレーの石関さん、200
ｍメドレーリレーと 200 リレーの女子チームは
県大会出場となりました。



群馬県水泳教室記録会の結果 （於県立敷島公園水泳場 2018／8／8）
○個人種目 女子５０ｍバタフライ 髙橋 愛梨さん 記録 ３３秒３１ 第４位入賞

女子友好レース ５０ｍ自由形 南 咲貴さん ４９秒６９

女子２００ｍ個人メドレー 石関ひまりさん 記録 ３分０９秒３１

○リレー種目 女子２００ｍメドレーリレー 南さん 石関さん 髙橋さん 今井さん

記録 ２分４０秒６９ 第６位入賞

女子２００ｍリレー 髙橋さん 石関さん 今井さん 南さん

記録 ２分２３秒３９ 第８位入賞

みんな大変良く頑張りました。入賞者は後日表彰します。

ＪＲＣトレーニングセンターへの参加
８月２日（木）県立東毛青少年自然の家を会場にＪＲＣのトレーニングセンターが開催されました。

本校からはＪＲＣ委員の５年生が３名参加し、終日様々な研修や活動を行ってきました。

参加者 ＪＲＣ委員 ５年生 片桐 煌太君 中島 知暉君 村岡 璃音さん

【表彰の紹介】
これまでに行ってきた表彰についてお知らせしてなかったので、１学期中の表彰について紹介します。

第３９回桐生近接柔道少年大会

小学１年生男子の部 第３位 毛呂道場 清水 尊君

平成３０年度 太田新田歯科医師会・太田市学校保健会

図画ポスターの部 １年 伊藤 唯さん

２年 清水 美佑さん

図画ポスターの部 銀賞 ６年 青木 瑠璃さん

標語の部 ６年 川田 莉久君

よい歯のコンクール ６年 南 美貴さん

世良田児童館主催 スポーツチャレンジ １年 髙橋 泉妃さん

１００冊多読賞

４年１組 麻生 理緒さん １２２冊 ５年１組 清水 桃花さん １１５冊

４年２組 青木 煌流君 １３３冊 〃 福地 麻央さん １０５冊

〃 麻生 遼君 １１４冊 ６年１組 青木 健流君 １４１冊

〃 赤石 寧音さん １０５冊 〃 桶谷 拓未君 １４１冊

５年１組 石関 ひまりさん １０６冊 〃 関口 大駕君 １３８冊

〃 佐藤 幸太朗君 １１０冊

※今後は、その都度お知らせしたいと思っています。


