
１１１１ ２２２２ ３３３３ ４４４４

しおりしおりしおりしおり ②②②② ○○○○ 万世万世万世万世 七中七中七中七中

まままま　　　　なななな ⑧⑧⑧⑧ ⑤⑤⑤⑤ ⑥⑥⑥⑥ 12121212 ―――― 4444

まままま　　　　みみみみ ○○○○ ○○○○ ①①①① １９１９１９１９ 7777 ―――― 6666 １０１０１０１０

さきこさきこさきこさきこ ○○○○ ２４２４２４２４ 5555 ―――― 18181818 ２８２８２８２８

さっぴさっぴさっぴさっぴ ②②②② ○○○○ ３３３３３３３３ 9999 ―――― 13131313 ４１４１４１４１

ゆゆゆゆ　　　　かかかか ②②②②
ちあきちあきちあきちあき ○○○○
みずえみずえみずえみずえ ４４４４ＱＱＱＱからからからから栞栞栞栞がががが急用急用急用急用でででで帰帰帰帰ったったったった。。。。

あやのあやのあやのあやの ②②②② ○○○○ ②②②② ガードガードガードガードがががが抜抜抜抜けるとけるとけるとけるとチームチームチームチームがががが変変変変わるわるわるわる・・・・・・・・・・・・・・・・。。。。

ちちちち　　　　なななな ○○○○ ③③③③ ○○○○ センターセンターセンターセンターがががが抜抜抜抜けるよりけるよりけるよりけるより痛痛痛痛いいいい。。。。あらためてあらためてあらためてあらためてガードガードガードガードのののの大事大事大事大事

ゆっきゆっきゆっきゆっき さがわかりましたさがわかりましたさがわかりましたさがわかりました。。。。

ちなつちなつちなつちなつ 試合試合試合試合のののの方方方方はははは負負負負けましたがけましたがけましたがけましたが中学中学中学中学ルールルールルールルールでででで戦戦戦戦えばえばえばえば勝勝勝勝てそうてそうてそうてそう

あかねあかねあかねあかね ですですですです。。。。

ゆゆゆゆ　　　　いいいい

えりこえりこえりこえりこ

ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｨﾌｪﾝｽｨﾌｪﾝｽｨﾌｪﾝｽｨﾌｪﾝｽ プレスプレスプレスプレス プレスプレスプレスプレス プレスプレスプレスプレス プレスプレスプレスプレス

１１１１ ２２２２ ３３３３ ４４４４

しおりしおりしおりしおり 万世万世万世万世 七中七中七中七中

まままま　　　　なななな ②②②② ⑩⑩⑩⑩ ⑤⑤⑤⑤ 8888 ―――― 2222

まままま　　　　みみみみ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ２５２５２５２５ 17171717 ―――― 0000 ２２２２

さきこさきこさきこさきこ ①①①① ２８２８２８２８ 3333 ―――― 6666 ８８８８

さっぴさっぴさっぴさっぴ ○○○○ ②②②② ②②②② ４３４３４３４３ 15151515 ―――― 12121212 ２０２０２０２０

ゆゆゆゆ　　　　かかかか ○○○○
ちあきちあきちあきちあき ○○○○
みずえみずえみずえみずえ ○○○○ 一試合目一試合目一試合目一試合目はははは急急急急にににに栞栞栞栞がががが抜抜抜抜けけけけドタバタドタバタドタバタドタバタしたがしたがしたがしたが２２２２試合目試合目試合目試合目はははは

あやのあやのあやのあやの ④④④④ ②②②② ○○○○ 落落落落ちちちち着着着着いていていていてプレープレープレープレーできたできたできたできた。。。。大大大大きいきいきいきい相手相手相手相手だったがだったがだったがだったがリバンリバンリバンリバン

ちちちち　　　　なななな ②②②② ③③③③ ⑩⑩⑩⑩ ドドドドもももも頑張頑張頑張頑張りりりり良良良良いいいい試合試合試合試合ができたができたができたができた。。。。中学校中学校中学校中学校のののの一年生大会一年生大会一年生大会一年生大会にににに

ゆっきゆっきゆっきゆっき ○○○○ 出出出出ればればればれば余裕余裕余裕余裕でででで２２２２位位位位にはなれるなにはなれるなにはなれるなにはなれるな。。。。

ちなつちなつちなつちなつ

あかねあかねあかねあかね

ゆゆゆゆ　　　　いいいい

えりこえりこえりこえりこ

ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｨﾌｪﾝｽｨﾌｪﾝｽｨﾌｪﾝｽｨﾌｪﾝｽ プレスプレスプレスプレス プレスプレスプレスプレス プレスプレスプレスプレス プレスプレスプレスプレス

　　　　12121212////14141414　　　　米沢七中一年練習試合米沢七中一年練習試合米沢七中一年練習試合米沢七中一年練習試合　　　　

万万万万　　　　世世世世 2222試合目試合目試合目試合目：：：：七中一年七中一年七中一年七中一年

１１１１試合目試合目試合目試合目：：：：七中一年七中一年七中一年七中一年万万万万　　　　世世世世



１１１１ ２２２２ ３３３３ ４４４４

しおりしおりしおりしおり ④④④④ ⑥⑥⑥⑥ 万世万世万世万世 窪田窪田窪田窪田

まままま　　　　なななな ⑩⑩⑩⑩ ○○○○ 20202020 ―――― 0000

まままま　　　　みみみみ ④④④④ ○○○○ ３１３１３１３１ 11111111 ―――― 7777 ７７７７

さきこさきこさきこさきこ ②②②② ○○○○ ○○○○ ３７３７３７３７ 6666 ―――― 6666 １３１３１３１３

さっぴさっぴさっぴさっぴ ①①①① ②②②② ３９３９３９３９ 2222 ―――― 17171717 ３０３０３０３０

ゆゆゆゆ　　　　かかかか ○○○○ ○○○○
ちあきちあきちあきちあき ○○○○ ○○○○ １１１１ＱＱＱＱはいつものはいつものはいつものはいつものメンバーメンバーメンバーメンバーなのでなのでなのでなので相手相手相手相手にににに攻撃攻撃攻撃攻撃されるされるされるされる

みずえみずえみずえみずえ ○○○○ ○○○○ ○○○○ こともなくこともなくこともなくこともなく大量大量大量大量リードリードリードリードできたのでできたのでできたのでできたので以降以降以降以降はははは余裕余裕余裕余裕でででで試合試合試合試合

あやのあやのあやのあやの ④④④④ をををを進進進進めることができためることができためることができためることができた。。。。

ちちちち　　　　なななな ⑥⑥⑥⑥ 出場機会出場機会出場機会出場機会のののの少少少少ないないないない選手達選手達選手達選手達もももも今回今回今回今回はははは多多多多くくくく試合試合試合試合にににに出出出出てててて

ゆっきゆっきゆっきゆっき 沢山沢山沢山沢山シュートシュートシュートシュートをををを打打打打つこともできつこともできつこともできつこともでき良良良良かったですかったですかったですかったです。。。。

ちなつちなつちなつちなつ これからもこれからもこれからもこれからも頑張頑張頑張頑張ってってってって続続続続けてもらいたいものですけてもらいたいものですけてもらいたいものですけてもらいたいものです。。。。

あかねあかねあかねあかね

ゆゆゆゆ　　　　いいいい

なななな　　　　なななな

ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｨﾌｪﾝｽｨﾌｪﾝｽｨﾌｪﾝｽｨﾌｪﾝｽ プレスプレスプレスプレス プレスプレスプレスプレス プレスプレスプレスプレス プレスプレスプレスプレス

１１１１ ２２２２ ３３３３ ４４４４

しおりしおりしおりしおり ④④④④ ○○○○ ②②②② 万世万世万世万世 東部東部東部東部

まままま　　　　なななな ②②②② ④④④④ ②②②② 3333 ―――― 3333

まままま　　　　みみみみ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ９９９９ 6666 ―――― 10101010 １３１３１３１３

さきこさきこさきこさきこ ○○○○ １５１５１５１５ 6666 ―――― 11111111 ２４２４２４２４

さっぴさっぴさっぴさっぴ ○○○○ ２１２１２１２１ 6666 ―――― 11111111 ３５３５３５３５

ゆゆゆゆ　　　　かかかか ①①①①
ちあきちあきちあきちあき ○○○○ いつものようにいつものようにいつものようにいつものように序盤序盤序盤序盤からからからから離離離離されることなくされることなくされることなくされることなくスタートスタートスタートスタート

みずえみずえみずえみずえ したのだがしたのだがしたのだがしたのだが雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気はははは終始東部終始東部終始東部終始東部ペースペースペースペースだっただっただっただった。。。。万世万世万世万世のののの

あやのあやのあやのあやの ○○○○ ○○○○ ○○○○ ペースペースペースペースにににに出来出来出来出来なかったなかったなかったなかった要因要因要因要因ははははリバンドリバンドリバンドリバンドととととルーズボールルーズボールルーズボールルーズボール

ちちちち　　　　なななな ②②②② ②②②② ②②②② だだだだ。。。。もうもうもうもう少少少少ししししボールボールボールボールにににに対対対対するするするする執念執念執念執念があればがあればがあればがあれば勝勝勝勝てたとてたとてたとてたと

ゆっきゆっきゆっきゆっき ○○○○ 思思思思うがうがうがうが・・・・・・・・・・・・・・・・今回今回今回今回はははは残念残念残念残念ですですですです。。。。

ちなつちなつちなつちなつ これでこれでこれでこれで３３３３勝勝勝勝５５５５敗敗敗敗。。。。なんとかなんとかなんとかなんとか勝勝勝勝ってってってって４４４４勝勝勝勝４４４４敗敗敗敗にしたかっにしたかっにしたかっにしたかっ

あかねあかねあかねあかね たがたがたがたが・・・・・・・・・・・・・・・・。。。。

ゆゆゆゆ　　　　いいいい 今年一年良今年一年良今年一年良今年一年良いいいいライバルライバルライバルライバルがいてがいてがいてがいて良良良良かったですかったですかったですかったです。。。。

なななな　　　　なななな

ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｨﾌｪﾝｽｨﾌｪﾝｽｨﾌｪﾝｽｨﾌｪﾝｽ プレスプレスプレスプレス プレスプレスプレスプレス プレスプレスプレスプレス プレスプレスプレスプレス

　　　　12121212////15151515　　　　タケダスポーツタケダスポーツタケダスポーツタケダスポーツ杯杯杯杯　　　　

万万万万　　　　世世世世 決勝決勝決勝決勝：：：：東部東部東部東部

万万万万　　　　世世世世 ２２２２回戦回戦回戦回戦：：：：窪田窪田窪田窪田



あのあのあのあの有名有名有名有名なななな「「「「うめばちうめばちうめばちうめばち」」」」とのとのとのとの対戦対戦対戦対戦でしたでしたでしたでした。。。。実力実力実力実力のののの差差差差はははは歴然歴然歴然歴然でしたでしたでしたでした。。。。

ただただただただ１１１１ＱＱＱＱだけでもだけでもだけでもだけでも互角互角互角互角にににに戦戦戦戦うことができてうことができてうことができてうことができて満足満足満足満足ですですですです。。。。

できればできればできればできれば１１１１本本本本でもでもでもでも速攻速攻速攻速攻をををを決決決決めたかっためたかっためたかっためたかった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。。。。

やはりやはりやはりやはり、、、、あれだけあれだけあれだけあれだけ強強強強くくくくディフェンスディフェンスディフェンスディフェンスされるとされるとされるとされると思思思思うようにうようにうようにうようにプレープレープレープレーがががが

できませんねできませんねできませんねできませんね。。。。万世万世万世万世もももも今年今年今年今年ははははディフェンスディフェンスディフェンスディフェンス強化強化強化強化をををを頑張頑張頑張頑張りましたがりましたがりましたがりましたが

マダマダマダマダマダマダマダマダとととと言言言言うことですうことですうことですうことです。。。。

結果結果結果結果はははは大敗大敗大敗大敗でしたがでしたがでしたがでしたが交歓大会県大会交歓大会県大会交歓大会県大会交歓大会県大会までまでまでまで来来来来れたことはれたことはれたことはれたことは凄凄凄凄いですいですいですいです。。。。
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9999 4444 －－－－ 20202020 53535353

5555 2222 －－－－ 13131313

3333 0000 －－－－ 16161616 20202020
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プレスプレスプレスプレス

万世万世万世万世 －－－－ うめばちうめばちうめばちうめばち

ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｨﾌｪﾝｽｨﾌｪﾝｽｨﾌｪﾝｽｨﾌｪﾝｽ プレスプレスプレスプレス プレスプレスプレスプレス プレスプレスプレスプレス

なななな　　　　なななな

ゆゆゆゆ　　　　いいいい

あかねあかねあかねあかね

ちなつちなつちなつちなつ

①①①①
ゆっきゆっきゆっきゆっき ○○○○ ○○○○ ○○○○

ちちちち　　　　なななな ○○○○ ○○○○

あやのあやのあやのあやの ○○○○

みずえみずえみずえみずえ

ちあきちあきちあきちあき ○○○○

ゆゆゆゆ　　　　かかかか ○○○○

さっぴさっぴさっぴさっぴ ○○○○

さきこさきこさきこさきこ ○○○○

○○○○
まままま　　　　みみみみ ○○○○ ○○○○ ○○○○

まままま　　　　なななな ３３３３ ○○○○

②②②② ③③③③

１１１１ ２２２２ ３３３３

　　　　12121212////22222222　　　　山形県交歓大会山形県交歓大会山形県交歓大会山形県交歓大会　　　　

万万万万　　　　　　　　　　　　　　　　世世世世

万世女子目標達成万世女子目標達成万世女子目標達成万世女子目標達成！！！！！！！！おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！！！！！

４４４４

しおりしおりしおりしおり ○○○○



君君君君たちはたちはたちはたちは良良良良くくくく頑張頑張頑張頑張ったったったった！！！！

万世万世万世万世スポスポスポスポ少少少少ができたができたができたができた頃頃頃頃はははは県大会出場県大会出場県大会出場県大会出場なんてなんてなんてなんて

夢夢夢夢のまたのまたのまたのまた夢夢夢夢でしたでしたでしたでした。。。。それをそれをそれをそれを成成成成しししし遂遂遂遂げてくれげてくれげてくれげてくれ

たたたた君君君君たちにたちにたちにたちに感謝感謝感謝感謝しますしますしますします。。。。

置賜地区代表置賜地区代表置賜地区代表置賜地区代表になれたになれたになれたになれた理由理由理由理由、、、、それはそれはそれはそれは君君君君たちたちたちたち

がががが置賜置賜置賜置賜でででで一番一番一番一番、、、、努力努力努力努力したからですしたからですしたからですしたからです。。。。

これからもこれからもこれからもこれからも沢山沢山沢山沢山のののの出来事出来事出来事出来事があるでしょうがあるでしょうがあるでしょうがあるでしょう。。。。

そんなそんなそんなそんな時時時時はははは努力努力努力努力をををを忘忘忘忘れずれずれずれず頑張頑張頑張頑張ってってってって下下下下さいさいさいさい。。。。

きっときっときっときっと良良良良いいいい結果結果結果結果がががが出出出出るはずでするはずでするはずでするはずです。。。。

君達君達君達君達のことはのことはのことはのことは

ずっとずっとずっとずっとずっとずっとずっとずっと忘忘忘忘れませんれませんれませんれません。。。。

万世女子コーチ一同

今今今今までまでまでまで本当本当本当本当にありがとうにありがとうにありがとうにありがとう！！！！


