
2014年 7月 13日（日）女子２回戦（Ａコート第１試合）

秋田南中学校 VS 大潟中学校

試合前の抱負 三浦 菜々 選手（No.１） 試合前の抱負 小松 優里 選手（No.３）
（プログラムより）私たちは一つの目 （プログラムより）私たち大潟中バレ

標に向かい，日々の練習をがんばって ー部は，毎日の練習で粘り強いレシー

います。苦しい場面もあると思います ブを鍛えてきました。春の全県では自

が，仲間・自分・そして今までの経験 分たちの力を出すことができなかった

を信じて戦います。 ので，今回の大会では，その練習の成

果を十分に発揮します。３年生を中心

（試合直前インタビュー）全県優勝で に全員バレーで声を出し，目の前のボ

きるようにがんばりたいです。 ールを大切にして，最後まであきらめ

ずに戦い抜きます。

（試合直前インタビュー）相手にひる

まず，力を尽くして戦います。

勝利チーム 秋田南中学校

セットカウント ２ － ０

第１セット 25 － 13

第２セット 25 － 13

第３セット －

勝利チームから… 秋田南中 三浦 菜々 選手（No.１）より

初戦，ボールに追いつけず，自分たちの流れを作っていけま

せんでした。次の試合はみんなで盛り上がり，チャンスを早く

つかんで得点を狙いたいです。



2014年 7月 13日（日）女子２回戦（Bコート第１試合）

東雲中学校 VS 泉中学校

試合前の抱負 遠藤 はるか 選手（No.１） 試合前の抱負 渡辺 理真 選手（No.１）
（プログラムより）「仲間を信じ心を （プログラムより）優勝旗を返すだけ

つなげ」をモットーに，私たちは練習 の大会にしたくないと，みんなで練習

をがんばってきました。３年生にとっ に励んできました。昨年に続く二連覇

ては最後の大会なので，悔いの無いよ を目指し，チームの集大成として全力

う全員バレーを心がけ，一致団結して を出し切ります。そして，目標である

がんばりたいと思います。 東北大会出場を成し遂げたいと思いま

す。

（試合直前インタビュー）昨日の反省

を生かして，次の試合では全力でプレ （試合直前インタビュー）東北大会出

ーできるようにがんばります。 場を目指してチームみんなでがんばり

ます。

勝利チーム 泉中学校

セットカウント ２ － ０

第１セット 25 － 13

第２セット 25 － 15

第３セット －

勝利チームから… 泉中 渡辺 理真 選手（No.１）より

今回の試合は自分たちの流れがつかめなかったので，次の試

合では序盤から自分たちのリズムをつかんで勝ちたいです。



2014年 7月 13日（日）女子２回戦（Ａコート第２試合）

由利中学校 VS 美郷中学校

試合前の抱負 畠山 なるみ 選手（No.４） 試合前の抱負 木村 未奈子（No.３）
（プログラムより）みんなで声を出し， （プログラムより）私たちは，全県総

足を動かして，自分からプレーしたい 体に向けて，絶対に悔いを残さぬよう，

と思います。また，サーブやサーブキ 全力で練習してきました。今大会では

ャッチなど，やるべきことはしっかり 自分たちらしいプレーをして，「東北

とやり，支えてくれるたくさんの方々 大会出場」という目標を達成できるよ

に感謝して，最後まであきらめず，粘 うに，チーム一丸となってがんばりま

り強くがんばります。 す。

（試合直前インタビュー）昨日以上に

ボールをつないで，一つ一つの試合が （試合直前インタビュー）チーム一丸

最後になると思って，一生懸命がんば となって練習をしてきました。東北大

りたいです。 会に出られるように一つ一つ全力でプ

レーしたいです。

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 － 20

第２セット 27 － 25

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

相手も粘ったのですが，自分たちも粘ってプレーすることが

できました。次の試合では今の試合よりもミスを減らしてプレ

ーしたいです。



2014年 7月 13日（日）女子２回戦（Bコート第２試合）

城南中学校 VS 鷹巣南中学校

試合前の抱負 磯部 流香 選手（No.１） 試合前の抱負 三澤 芽吹 選手（�２）

（プログラムより）２年連続で代表決 （プログラムより）地区予選では悔い

定戦で敗れたので，今年こそ部員２１ の残る内容でした。この大会では悔い

名全員が「絶対に負けない」という強 が残らないよう，粘りのあるバレーと

い気持ちで試合に臨みたいと思いま １７人の団結バレーでがんばります。

す。きつい時こそ，声を出してがんば

りたいと思います。東北大会出場を目 （試合直前インタビュー）

指して全力で戦います。 今日は，まず城南を破るために一人一

（試合直前インタビュー）この大会で 人が気持ちを入れて丁寧にプレーしま

は，東北大会出場を目指してがんばり す。

ます。

勝利チーム 城南中学校

セットカウント ２ － ０

第１セット 25 － 19

第２セット 25 － 10

第３セット －

勝利チームから… 城南中 磯部 流香 選手（No.１）より

この試合では，できた所とできない所の両方があったので，

次の試合では，しっかり自分たちのバレーをしたいです。



2014年 7月 13日（日）女子２回戦（Ａコート第３試合）

西目中学校 VS 横手北中学校

試合前の抱負 佐々木 優花 選手（No.１） 試合前の抱負 藤原 花野子 選手（No.１）
（プログラムより）どんなボールもあ （プログラムより）今大会では，とに

きらめずに拾い，全員バレーで粘り強 かく拾ってつないで１点を取ることを

くがんばります。また，今まで支えて 意識してがんばります。そして，これ

くれた，監督・コーチ・親のみなさん まで支えてきてくださった方々へ感謝

への感謝の気持ちを忘れずに，悔いの をこめ，横手市の代表として恥じない

残らないよう，がんばります。 試合をしたいと思います。

（試合直前インタビュー）秋に負けて （試合直前インタビュー）拾うことを

いるので秋のリベンジとしてがんばり 意識し，今まで支えてくださった方々

ます。 に感謝しながら，得点をとれるように

がんばります。

勝利チーム 横手北中学校

セットカウント ２ － ０

第１セット 25 － 23

第２セット 25 － 12

第３セット －

勝利チームから… 横手北中 藤原 花野子 選手（No.１） より

１セット目はみんな緊張していたけど，だんだん自分たちの

リズムを作って行けたので良かったです。次は秋田南中とです

が，自分たちのプレーをし，自分たちなりの勝ち方をしたいで

す。



2014年 7月 13日（日）女子２回戦（Bコート第３試合）

大曲中学校 VS 本荘北中学校

試合前の抱負 高橋 涼夏 選手（No.１） 試合前の抱負 小田 楓 選手（No.１）
（プログラムより）私たちは日々大き （プログラムより）地区総体でできた

な目標を掲げて練習に取り組んできま ことできないことを整理し，さらに進

した。郡市総体では準優勝という結果 化，レベルアップできるよう練習を重

を残すことができ，決勝のコートに立 ねてきました。この１年間の経験と成

つ喜びと誇りを感じました。今大会で 長に自信をもち，今大会でも，一球一

はこれまで支えてくれた全ての方に感 球向上心を忘れずに，上へ挑む強い気

謝し，悔いの残らぬよう，全力でプレ 持ちと活気あるバレーで勝利を目指し

ーします。 ます。

（試合直前インタビュー）練習でやっ （試合直前インタビュー）良い試合内

てきたことを存分に発揮して勝ちたい 容で 20 点以降のプレーを大切にがんば
です。 りたいです。

勝利チーム 大曲中学校

セットカウント ２ － ０

第１セット 25 － 20

第２セット 25 － 23

第３セット －

勝利チームから… 大曲中 高橋 涼夏 選手（No.１）より

すべてが練習通りというわけではなかったですが，今までや

ってきたことは出し切れたので良かったです。次の試合はこの

流れに勢いをつけてがんばりたいです。



2014年 7月 13日（日）女子２回戦（Aコート第４試合）

能代二中学校 VS 桜中学校

試合前の抱負 大山 智世 選手（No.４） 試合前の抱負 中川 実希 選手（No.４）
（プログラムより）私たちは課題であ （プログラムより）私たちは県大会に

ったレシーブを克服しようと，これま 出場できたことを誇りに思い，指導し

でがんばってきました。今大会は，３ てくださった監督，コーチ，支えてく

年生にとって最後の全県大会となるの ださった保護者のみなさん，後輩のみ

で，気持ちで負けないプレーをして， んな，仲間に感謝しながらプレーしま

目標を達成できるようにがんばりま す。一戦必勝でがんばります！

す。 （試合直前インタビュー）昨日の反省

（試合直前インタビュー）これまでベ を生かして，いつ最後になるか分から

スト８止まりだったので，ベスト４に ないので全力でがんばりたいです。

入れる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 － １

第１セット 24 － 26

第２セット 25 － 23

第３セット 30 － 28

勝利チームから… 桜中 中川 実希 選手（No.４）より

最初は相手に慣れなくて全然練習通りにいかなかったので，

次はいつも以上に集中して強気でがんばりたいです。



2014年 7月 13日（日）女子２回戦（Bコート第４試合）

横手明峰中学校 VS 協和中学校

試合前の抱負 小松田 侑佳 選手（No.１） 試合前の抱負 山崎 紗彩 選手（No.１）
（プログラムより）私たちは，これま （プログラムより）３年生３人，２年

でセンター攻撃や二段トスからの攻 生２人，１年生３人の８人で練習して

撃，さらにはメンタル面を強くしてき います。全員の力を結集できたからこ

ました。３年生にとって集大成となる そ，全県総体の切符をつかめたのだと

大会になります。一人一人があきらめ 実感しています。サーブとサーブレシ

ず，横手明峰らしいバレーで１試合で ーブ，つなぎのプレーが真骨頂です。

も１秒でも長く後輩とプレーができる 全県総体でも自分たちのバレーをした

ように，攻めのバレーで戦います。 いと思います。

（試合直前インタビュー）昨日の悪か

ったところを改善し，また，もっと声 （試合直前インタビュー）つなぎ負け，

を出して盛り上げて勝ちたいです。 拾い負けしないように粘って，強いバ

レーでがんばります。

勝利チーム 横手明峰中学校

セットカウント ２ － １

第１セット 26 － 28

第２セット 25 － 18

第３セット 25 － 19

勝利チームから… 横手明峰中 小松田 侑佳 選手（No.１）より

前の試合の悪いところを改善できたところもありましたが，

次の試合はもっとミスを減らしていきたいです。粘り強いバレ

ーができて良かったです。


