
2014年 7月 12日（土）女子１回戦（Ａコート第１試合）

大潟中学校 VS 花輪第一中学校

試合前の抱負 小松 優里 選手（�３） 試合前の抱負 田中 明里 選手（�１）

（プログラムより）私たち大潟中バレー部 （プログラムより）私たちは「全県総体１勝」

は，毎日の練習で粘り強いレシーブを鍛えて という目標をたっせいするために，練習をが

きました。春の全県では自分たちの力を出す んばってきました。大会では，どんなボール

ことができなかったので，今回の大会では， もあきらめずに拾い，１点を大切にし，気持

その練習の成果を十分に発揮します。３年生 ちで負けないように戦います。今まで支えて

を中心に全員バレーで声を出し，目の前のボ くださった方々への感謝の思いをもって最後

ールを大切にして，最後まであきらめずに戦 までがんばります。

い抜きます。 （試合直前インタビュー）全力でボールを広

（試合直前インタビュー）全員バレーで声を い，目標の全県１勝を目指して頑張ります。

かけながら，あきらめずにボールに向かって

頑張ります。

勝利チーム 大潟中学校

セットカウント ２ － ０

第１セット 25 － 23

第２セット 25 － 17

第３セット －

勝利チームから… 大潟中 小松 優里 選手（�３）より

相手のミスを得点にできて勝てたので，次は最初から強気でいき

たいです。次の試合もあきらめずに，声を出していきたいと思いま

す。

試

合

結

果



2014年 7月 12日（土）女子１回戦（Bコート第１試合）

井川中学校 VS 東雲中学校

試合前の抱負 伊藤 愛恵 選手（�１） 試合前の抱負 遠藤 はるか 選手（�１）

（プログラムより）３年生最後の大会とな （プログラムより）「仲間を信じ心をつなげ」

るので，ベスト８に入ることを目標にし，目 をモットーに，私たちは練習をがんばってき

の前の一戦一戦に集中して戦いたいと思いま ました。３年生にとっては最後の大会なので，

す。支えてくれた人たちへの感謝の気持ちを 悔いの無いよう全員バレーを心がけ，一致団

胸に全力でプレーします。 結してがんばりたいと思います。

（試合直前インタビュー） （試合直前インタビュー）

目の前の一戦一戦に集中して１回戦を突破 １つでも多く勝ちたいと思います。

を目指したいと思います。

勝利チーム 東雲中学校

セットカウント ２ － １

第１セット 17 － 25

第２セット 25 － 19

第３セット 25 － 17

勝利チームから… 東雲中 遠藤 はるか 選手（�１）より

１セット目の雰囲気が悪くて残念でした。だから，次の試合では，

１セット目からチームを盛り上げて，悔いの残らない最高の試合を

したいです。

試

合

結

果



2014年 7月 12日（土）女子１回戦（Ａコート第２試合）

由利中学校 VS 鷹巣中学校

試合前の抱負 畠山 なるみ 選手（�４） 試合前の抱負 田中 明里 選手（�１）

（プログラムより）みんなで声を出し，足を （プログラムより）明るく・清く・正しく・

動かして，自分からプレーしたいと思います。 美しくをモットーに，今までお世話になった

また，サーブやサーブキャッチなど，やるべ 方々への感謝の気持ちを忘れず，部員２５名

きことはしっかりとやり，支えてくれるたく が一丸となって最後の最後まで全力で戦いま

さんの方々に感謝して，最後まであきらめず， す。最後の夏はバレーボールを存分に楽しみ

粘り強くがんばります。 たいと思います。

（試合直前インタビュー）みんなで声を出し

て，足を動かして，いいプレーができるよう （試合直前インタビュー）練習通り，いつも

にがんばります。 の自分たちのプレーができるようにがんばり

ます。

勝利チーム 由利中学校

セットカウント ２ － ０

第１セット 25 － 19

第２セット 25 － 19

第３セット －

勝利チームから… 由利中 畠山 なるみ 選手（�４）より

みんなで協力して勝てたので良かったです。対戦した鷹巣中学校

の分も次の試合がんばりたいです。

試

合

結

果



2014年 7月 12日（土）女子１回戦（Bコート第２試合）

男鹿東中学校 VS 鷹巣南中学校

試合前の抱負 杉本 椎 選手（�４） 試合前の抱負 三澤 芽吹 選手（�２）

（プログラムより）私たちは，今のチームと （プログラムより）地区予選では悔いの残る

なって初めての全県大会となります。毎日チ 内容でした。この大会では悔いが残らないよ

ーム全員で声を出し，励まし合って練習をが う，粘りのあるバレーと１７人の団結バレー

んばってきました。３年生は，この大会が集 でがんばります。

大成となるので，自分たちの持っている力を

全て出し，後輩に東中らしいバレーをつなげ （試合直前インタビュー）粘りのあるレシー

たいと思います。 ブと決めるスパイクを頑張ってきました。本

（試合直前インタビュー）３年生にとって最 番ではチームで協力して最高のプレーをでき

後の大会になるので，試合に出ている人も出 るように頑張りたいです。

ていない人も声を出し，チーム一丸となって，

楽しんでプレーしたいです。

勝利チーム 鷹巣南中学校

セットカウント ２ － ０

第１セット 25 － 15

第２セット 25 － 21

第３セット －

勝利チームから… 鷹巣南中 三澤 芽吹 選手（�２）より

自分たちのミスが多かったので，明日は力をすべて出して，全

力でがんばりたいです。そして，３日目に残れるようにがんばり

たいです。

試

合

結

果



2014年 7月 12日（土）女子１回戦（Ａコート第３試合）

西目中学校 VS 西明寺中学校

試合前の抱負 佐々木 優花 選手（�１） 試合前の抱負 佐藤 歩未 選手（�１）

（プログラムより）どんなボールもあきら （プログラムより）私たちは自分たちの武器

めずに拾い，全員バレーで粘り強くがんばり である「高さ」と「スピード」で勝負できる

ます。また，今まで支えてくれた，監督・コ よう，春季大会の反省と課題を考え直しなが

ーチ・親のみなさんへの感謝の気持ちを忘れ ら練習に励んできました。今大会では，一つ

ずに，悔いの残らないよう，がんばります。 一つのプレーに魂を込めて戦います。

（試合直前インタビュー）みんなで声を出し， （試合直前インタビュー）一球一球に心をこ

全員バレーをし，一戦一戦大切に心を込めて めて，１６人全員が最後までボールを追い，

がんばります。 あきらめずにプレーします。

勝利チーム 西目中学校

セットカウント ２ － ０

第１セット 25 － 20

第２セット 25 － 15

第３セット －

勝利チームから… 西目中 佐々木 優花 選手（�１）より

みんなで楽しく試合できて良かったです。次の試合は今日よりも

もっと声を出して，笑顔でがんばりたいです。

試

合

結

果



2014年 7月 12日（土）女子１回戦（Bコート第３試合）

湯沢北中学校 VS 本荘北中学校

試合前の抱負 佐藤 綾夏 選手（�４） 試合前の抱負 小田 楓 選手（�１）

（プログラムより）私たち北中バレー部は （プログラムより）地区総体でできたことで

「一生懸命～ 周りを見れる選手～ 」，「全県 きないことを整理し，さらに進化，レベルア

ベスト８」を目標に日々の練習をがんばって ップできるよう練習を重ねてきました。この

きました。今回の大会で，今までやってきた １年間の経験と成長に自信をもち，今大会で

ことをすべて出し切り，悔いの残らないよう も，一球一球向上心を忘れずに，上へ挑む強

にがんばりたいと思います。 い気持ちと活気あるバレーで勝利を目指しま

（試合直前インタビュー）今まで目標として す。

きたベスト８を達成できるように頑張りたい （試合直前インタビュー）今までの経験を生

です。 かした自分たちらしいプレーで一生懸命頑張

りたいです。

勝利チーム 本荘北中学校

セットカウント ２ － ０

第１セット 25 － 18

第２セット 25 － 19

第３セット －

勝利チームから… 本荘北中 小田 楓 選手（�１）より

今回の試合は連続して相手に点数をとられてしまい，残念でした。

次の試合は，自分たちのプレーで表情で声で勝ちたいです。

試

合

結

果



2014年 7月 12日（土）女子１回戦（Ａコート第４試合）

桜中学校 VS 高瀬中学校

試合前の抱負 中川 実希 選手（�４） 試合前の抱負 土田 優花 選手（�５）

（プログラムより）私たちは県大会に出場 （プログラムより）私たちは，ラリーで粘る

できたことを誇りに思い，指導してくださっ バレーをして１点ずつ取っていきたいと思い

た監督，コーチ，支えてくださった保護者の ます。そのためにはレシーブで粘り，最後ま

みなさん，後輩のみんな，仲間に感謝しなが でボールを追い続けたいと思います。自分た

らプレーします。一戦必勝でがんばります！ ちのバレーができるように，みんなで声を出

（試合直前インタビュー）今まで目標にして し，試合を盛り上げていきたいと思います。

きたことを全て出し切って支えてくれた全て （試合直前インタビュー）ラリーをつなげて，

の方々に感謝して，プレーしたいです。 悔いの残らないようにがんばりたいです。

勝利チーム 桜中学校

セットカウント ２ － ０

第１セット 25 － 17

第２セット 25 － 17

第３セット －

勝利チームから… 桜中 中川 実希 選手（�４）より

今日は，無駄なミスが多く，あまり声が出ていなかったので，明

日は今日以上にがんばりたいです。

試

合

結

果



2014年 7月 12日（土）女子１回戦（Bコート第３試合）

横手明峰中学校 VS 能代南中学校

試合前の抱負 小松田 侑佳 選手（�１） 試合前の抱負 石山 杏奈 選手（�１）

（プログラムより）私たちは，これまでセ （プログラムより）私たちは予選で出た課題

ンター攻撃や二段トスからの攻撃，さらには を胸に，日々の練習をがんばってきました。

メンタル面を強くしてきました。３年生にと 確実性を求めた練習や試合を想定した練習，

って集大成となる大会になります。一人一人 サーブカットやスパイクの練習をしてきまし

があきらめず，横手明峰らしいバレーで１試 た。やってきたことをすべて出し，思い切っ

合でも１秒でも長く後輩とプレーができるよ たプレーをしたいと思います。

うに，攻めのバレーで戦います。 （試合直前インタビュー）今までの練習の成

（試合直前インタビュー）一人一人が悔いの 果をすべて出して，悔いの無いプレーでがん

ないように自分のベストが出せるように全力 ばりたいです。

でプレーします。

勝利チーム 横手明峰中学校

セットカウント ２ － ０

第１セット 25 － 20

第２セット 25 － 21

第３セット －

勝利チームから… 横手明峰中 小松田 侑佳 選手（� 1）より
レシーブが上がっていた場面もありましたが，無駄なミスも多か

ったです。次の試合では，きちんと明峰のシステムのバレーができ

るよう，この試合のダメだった所を改善したいです。

試

合

結

果


