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去る十三日二時半よ幻総務素見金て悪鬼の変換があった︒まず高一
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は告別貧農なぜ幹部多数同地区 た︒順位沢のとう彗
から約二千五名の父兄が出席して
行われ宅会は佐々嚢食の
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拶があわ次いで山中先生よカ生徒基部浅沼書取年々大会の慣向

ク長髪″却下さる

会墓贋くこれを可決︒次いで
多数の要望で講習哲行う︒
咤昼食後行われた聴見︑父兄の
各畢兵長の墾口が行われたが一般 小沢生活委員長鳳凰休みの服装の 雲合では﹃通学列蕃増結につ
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やっと落ちて同志社︑明治︑法政
◇霹員会は居管する所
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豪の三％となっているが朋年度
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イギリス人位︑学生時代から︑

ジェントルマンの敦盛茫努めるこ

とは︑誰でも知っている通力であ

る︒オクスフォードやケンブリサ

ジなどの大学は︑昔からジェント

ルマンを泰成することは有名であ

るが︑その他の学校で色相何に

くは︑会春である学生陣代に

斯うした乾漆を身に着けることに

努瑠泉んこと寄

げる命については︑今のところば

っき幻しない なお大学について

も同様計画が虐められている︒

五％引上げと文相語る︒

のこと︒

図書費納入について未だにりす
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新刊書︑参考書

l三日 前理軍歴重診
︻四日 中学講習始まる
二〇日 夏休み終る

六

二八日 着手山禁中登山
∇八月

二一日 夏休みに入る

一八日 生徒総会
二〇日 商権野球県予選

t
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▽七月
四 日 自由研究始まる

二七日

二二百

一六日 校内弁静六金
二二日 塁人后大喪倭︵全横隕襲

金は三％から五％に引きL辞られ

天要相は古土舌苔美学

る﹄と語っ宅

中学演劇発表会

学校日誌抄了

えられているが人見の方奇増加す 昇も努していない弄い戊
るか︑それとも金額の方を引き上 九月争蔑羞急納入のこと︒

から雪八百円程度に引赤が考

貸与金繹虹しても現在の月五首円

名のうち男子の部では聯雪面︑男う恕点間年度は六百革丁名ぐらい事常套より九月分までの寿
に増加することが出来ると思う︒ 憂章︑甘℡A金署は至急納入

女冷食の部では八位に入った︒

日本育英会監事室長塩野幡一氏

奨学金ふえる
特に今年のものには悲憤憤慨型は

の藁状態などについて語があっ は新しい方向に進んでいると患う

配念黄後の一

に各寡兵会とも低調で︑活動不足 注意︒総てに対する自覚要望︒

L

ることに決った7′
長髪問題が悪埜してから約一ケ

子

てぅした国良性七いつものは年少
等の且雷恵
の頃から発揮されるものではない
まず︑馨の塁活は細めて
だろうか′︒従って︑イギガスの 現剋止し卜︒学校では勿給のこと妊自分白身のことは︑
だが︑客讐度︑蝕等の毎日はす 自分連の事で仕宋する棟︑ママか

いて﹄が主な関宿として坂幻上げ し掛そうと努めている横手が見え は七月十三日来盛︑奨学金にう

般公開を承認

後期に高二引継ぎも可能
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英国の学生生活

桜

もの詮心から真実を込めて表翠︶

借物でない自分の物で︑主管塵

−−は定めて居るのである︒これ 一般にイギリスの学生は︑他砂
は男女共通の習旗で︵女の子のな 欧米雷の学生に較べると︑生活 ものである︒
が地除であるし︑重美で参るよう 苛が着手轟の著人達よ′ 希
分でそれ普発見し︑処理しようと は総ての革に一つ一つ大きな関連

た一打の御輿の万が翠遍響冨

と呼ばれる資格の中で革皇農芸

まじめで︑非常に勉強家なのに解
任観志と密教見込まれるのである学問か出来て曳ジェンサルマン
県教委ならびに若手児要化協会
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では県児童劇の帯︑技術的向上
等の菅楽しい︑自由な豊伯
そもく︑イギガ升人は︑世界
は︑叶轟な学生上認めないのであ
をは創るた究月十六日から二十
といえば︑何といっても夏︑冬の
でも勤勉な国民だと言われている
る︒
八日までの期間に﹃県下小中学校
休腹生活であろう︒これ咤どこ
ー勤勉さに於ては︑日本人も決
＝中OP已eEpF■とは何ぞや†
演劇発表会﹄を開催する︒弟零会
して藍冨る国民ではない︑
ということは︑容易虹憩催される ベて時間割で操か返される︒これ の国の学生も同じだヒ思うけれど 髪をトンボの頭の棟に光らし︑
は県下を四ブロックに告︑盛岡
も︑イギガスの草生達は︑この長
と私は思うで居るのだけれど− ことだと思う︒I
は︑日本の多くの条と違って欧
幻
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う
と
し
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け
地区は盛岡で開催し︑地区不遜ば
米の嚢生活は︑何事にも藤間を い夏休蒙利用して︑大都会に住 ピカピカに磨いた高級靴をはいて
れ盗葛硬は鼎灸会堂ホールで開
厳守する習慣が強いので︑その中 む者は︑驚由合へ避暑に行っ
反少返って歩くだけの人間のこと
て来て︑偽造して︑自己自身の物
周年を迎えた意義ある年である︒
かれる県下大会に出演︑蓼孤児窒
たカ︑登山したい者は︑スコット
把育つヱ炭連偲﹂自然に規剋比し
で
は
勿
論
な
い
の
で
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︒
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紳
の如くに振舞う者は︑他人は判ら 二十五周年という盆前だ添わされ
A責には記念常が山空音れる︒
い生倍をするようになるのであろランドへ行った幻︑或いはイギリ
ないにして盈日分では明かに偽善 て︑それが御輿騒ぎに夢入らぬ棟
ス海峡を渡って選るくとスイス 士に関しては︑忍ばよく知らない
なお茶警は﹃持参山彦﹄が
う︒彼等はまたよく慧し︑また
けれども〝礼儀正しいこと︒正直
者であか︑神を恐れぬ者である︒
にしたいものである︒
の万へ出昏た幻する︒叉︑そう
上渾される予定︒
よく働きもする︒大体毎日の博聞
かかる行為のある限臥︑いくら立 それには先づ百分の物資用いる革
であること︒親切であること︒思
した楽し小藩汀の費用を持たない
表を作ってあって︑何陣から何時
派な革が成し遂げられ︑八がそれ が全ての点で必要であろう︒
考は︑拳ちらこちらへ出かけて行 いやカ深くあること︒薫任感の強
迄は勉強︑何時から何時迄は娯楽
いこと︒他人に迷讐かけないこ
に対して撃の賛辞を放とうとも 豪華に姉か立て一週間も二通観も
またはスボふノ︑何時から何階迄 って︑ニケ月余﹄の紘暇なせっせ
日時を要して︑馬馨を挙る
とアルバイトして︑いくらかのポと︒藻であること︒〝これらが
は審壬伝いと盃の苧こ
よカは例え貧零しあゥても自分の こでは条に居る学生を濫昧する
三日PgH瓜F Qe已−eEpnこ
ケットマネーを作るのである︒′

月この間総務委員会は勿論︑ア℡
駅いで応援匿対する与論につい 二十五周年記念祭に関する件
A︑職員会讃凛それぞれ雷領
真面目で急襲なのに驚く
されて来たが︑云る七月十八日に
私が学生だりた頃″日本の学生
行われた生徒総会の席上名曹会長
は勉強することで有名だ′″とい
これは︑■鷲この役員は後期に入 ︶⁝⁝解警るとき解職選挙
から蕃層結果が発表された︒そ
うことを︑何かで読んだことがあ
れば︑卒業が迫力各方面に多忙 督行い二夢の二以去賛成腰票に れによると︒
っ
た
︒
を極め︑従って萎雪
一︑当面の経済閲歴︒
その後︑イギガスへ行ってみて
そかになカがもであるからこの際
二︑雲剛健と云う本校創立の趣
私は︑イギリスの学生遠が非常に
の適当と苛めた時に於いて琴一疫
十月よ盈賃の世羅を倭一葉に
旨に塞き︒
垂嘱してはという高一へ憲の提 員は︑玉野義一以下に護る革が
以上二つの理由で長髪は却下され
案で︑それに賃湊剤の改正が必 出来る﹄とし規約に入れる亭督承 た︒
意見に分れたが︑いずれにも強硬

笛に酎萌されることになったも 認する側と︑しないという二つの
のである︒投集された改正規約

第一期は三月三日

案は次の通力で苗る︒従来の﹃

発表が自由に出来得る時代に︑而

要領が八貝官決定︑垂から

も自分の悪鬼を発表する可き啓の

ことに決定した︒

来年度大学会期日決る
意見なく結局常長が規定に加える
来年度の国立新制大戦麓蓋

第九賃︑仲尾の任期竺カ年とす

に飯を食ってやって居る枝なもの

弁論套他人に背いてもらった
て下かて来る︒勿u習分の何物を
風洞たして呉れるものでなかろう 原稿壷する等という事はいわ

誓う︒人の啓いたものを惟喋っ

る・・・・こて︵以下甲略︑生徒心得参照

静．読

弁静大会から

表われていないからである︒どん 局いえさっ︒この様な嘉を考えて
な田下事であっても自分の本当の 見曇った一回の弁給大金で比

七月に開催された校内弁翰大会に 何となればその人の思想が一つも ば一つの大きな時代錯誤であると
関運して二︑三のべて見たい︒
伺の為に弁等開いたの浦島

義の全盛期である︒金盛期とはい

英国紳士の瞥格

お手伝いをしたカ︑お使い記した だ︑この点︑私はイギガスの学年
りする︒女中を庇っている凍な家 遠を大変好きなのである︒
︵論説重き

庭でも″女中は︑嘉をヘルプす
である

は常に何を嘉合に臭切な革

する気符は尊い︑それに反して︑ 性をもってきてい亀
いかに立派な事でも︑借物をもっ 今年は︑本校にと句で創立二十五

ろうか︑惟あそこへ上って自分で 真心詮込めて着いた原稿で幕鬼を の学校は自守独立の気象に富む所 それ自身は︑基腰のない︑何膵く
づれさるか判らない空中楼閣8類
作ったのか︑をれとも入監作って 発表する人は︑その静旨がいわば か︑または︑欝臨べてを支
である︒
もらったのか募らないが兎角喋 茶徹贋下あったにせよ︑少琴〜と 配されている学校であるかゞ判る
たった一つの弁論にもこの横な革
って降少て来る︒こういう弁士は も自己のためにはそれ堪捗プラス 事である︒
になるに嶺いない︒勝代は民主主 いかに小さい事︑細かい事でも百 がいえるし︑それは即もその精神
ま嘉一にこの事を井士も文聴衆

われないにしても︑董参上に凝

い払かった争っか．

も考季見たいこと富る︒

百分で背かない原稿それは人の為 るJこうした時代に︑了留意協の

学生達喝まじめで勉強家である

応援団に対する世論

′

現前二間改正の件三︑二十五周
力行為を見たが違法ではないかと ついては預長が﹃公金でやると
本年℡寮t回義金は云る八月
の感があっち要岩沢の通力︵東
年記念文化祭の件四︑応援団に
貸間︑それに対して佐々木黍署 凰紆的になる︒署愈行啓であ
十八量で開かれ咤会は八重 文化︑大矢宴欠︶
関する与静の四項目でまず八重軽ら個人的にやゥたのではないか︑ るか急墨でやってもらいたい﹄
樫金武の開会の撰紗に始ま旦過 八重僅会長〃応啓への積極的参
蔑長の朗会で一項の首領に入った と等あぅ一たが絡点議長からな 誓轟があっ咤尚その後竺般公
般総務雪等決定された規約︵第
巧
が議長が︑千円の案を出し薦居︑ 聖廟の鋼管を窪む冒回答があっ 開することは認めることになった
九集︶啓茫関して撃罫あか︑
浅沼学習袈菱刈与論調査の柘泉
た︒

こて音琴演劇︑展襲会等の開催

と菅許されていあか﹄と議長に質 垂にしたい二︑十月中臣挙行

が百鬼︑淵沢箭巌開並びに京文化 衰豊島が﹃幹部が萄刀を塚フこ

印 刷 所
新着手日朝社

明があった︒要綱は二場所を公

総務妻︑四議題を審二講

発

異議なく可決︑予賓から層す

とに開かれたこの日の寄頑事項は問︑撃は許されていないと答弁

葦と︑捻重責会員出席のを

盛岡市イ二王田圃
海手商中学硬

塵蔓付は二月二十一日から二
の成績秋に校内の体育祭密行う
今年欝ら全国の私学妊法人とし にその名記連ねている︒
で一体どんなことをしているのだ
月十五日まで豪娃二月三日 蕃刑部中学︑高校の二本立で行
て一せいに新発足したが︑このほ ◇蔓︑就職者区別で大破乱
ろうか皇事フので或る日こっモカ
から︑入学者の発表は三月二十 こうとは幻切っている︒中学校は 地区PTA会合
どその長者番付が文部背にまとま 釜石高校では先日学校側よ少︑向 調べたところ︑或る人は居眼力或
今から猛練習で脚本は岡田陽作﹃
二十六年墨筆校阿井諭大会は七
．四日までに行われる︒
沼宮内で 月十日午重森よカ聾に於て行 っ宅それⅥよるとトップは私学 学心にも見る生徒と就職者のクラる人はノート普ひろげて内職に余
琴一期は馨が二月五日から三 廊蓼山彦﹄︑．商枚は目下選定中︒
の雄慶応違産総額墜千一億四
スを区別し寧わと提案され︑校内 念がない︒交或る人は廊下菅通る
地方の父兄と学校の連絡を密檻に われ咤会はま貫首浅沼君の開 千二百万円︑二位日本大学二十一
月三日まで︑麓は三月二十三 英会誌部墓謁︑英語︑スピー
にセンセーションをまき超した︒ 人影ばか幻見ていて︑議員選は終
するためハかねてから地方でのP 会の琶鼻尭生の部長挨拶に
日から︑入学の発表は四月十二 チ︑ソングなどを行う予定︒
億円二二位早稲田大学二十億六千 この間題について認首各クラスご 胎沈黙戦術に出ているとのことで
日までに行われる︒﹂
青書合唱︑独唱︑号イオリ
℡Aの開催が武重されていたが︑ 始ま乳≡お金堅口によって熱弁 五百再︑由整数大挙十六億五
とに調査したところ窟朗に反対 ある︒
の火ぶたが切られ咤出場弁士十
軍蒜 至大東北大
ン独夢や柳館先鎧のソプラノ独唱この最初の試みとして八月五日沼
筆画︑私前大山形大止驚天
特別出演としてチェロの村井民な宮内小学校で沼宮内地区PTA会 一 名 は い ず れ 農 の 腕 前 轟
始めに東文化善美から提案の説
る︒易点私などは出て見たもの いて次の通盈沌っ海
禁劇に二宮出演八月八日年
． 秋田犬
どを予定している︒
合が︑学校側がら学校長︑山中︑ せんものと菅磯を展開したが結局
の整感銘密与えなかったよう 嶺在の意薬学生数は全国で全生 繁藤QG︵孝衰送︶から放送
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攻防をつくしたが及はす六対三で取れた︒而し在

場した本校は諒職七戸商と対戦全厨必肇象って

決・勝
岩手−12盛岡一
蔑本校対盛岡第一高校の試合
は蒜三十八分から盛岡市営馨
で挙行︵糀蕃坪井︑要事天属︑脊
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準優勝となっ転︒かくて県代表として呉羽大会に出 髄︑村椅︶

三振42小武方好投す
たが︑本校は小武方の好投で一関︑議松︑

埜日日⁝≠棋塁描
押
野
仙

歎

校チームがここまでのし上って来たということは今

し選遥講義と顎を争い2対−養 後に明るい希望普持たせ填めとして芭目される︒

撃滴とシード京た墓菅襲いで奮倒

儀⁝
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了二∵
打で二死二︑三塁の好機資迎えた 青田は左中間二塁打︑石川二振︑
が後続なし盛岡帯も小武方に押え小武万四球︑︼柴田真峯打で二死

一

l

．■七十会名が参加

て来た生徒は軟禁扉配︒足を心

や牽刃エツクに一杯つめ

網纏わに下った︒鎗中でへばる者

の墨貧の前で記念署行い︑

宇−0で楽勝

対太田中庭球．

配して午後八時半間所を出発す︒ 続出し︑頭重は二つからこちの
始めハシャイでいた生徒も五合日
豊ノック著背争っ︒琴で小憩
辺幻でアゴ菅出すもの多く︑会頭
の後刑二十名がその足ですぐ下山
励ましながら塗るう克台目で小
他姓二日瞥養田元気一括聖だ
岩井グループと傘つ︒五時半頂上
ついた︒
に至る︒

◇大牢甘一番乗事をせんものと

かくて御来迎を拝んだ一行は学校

渡労の為へばったが撃与えられ

名で二十八日夜半を期立上斉に は幻切って登頂中途甲南三某若が

帯校些t年の五首の卑カンズメ

市内大会に
′ 靂︻
盛岡市並びに署教組轟の第四回
市円申︑小学埜謀大金は八月十
一日下ノ碍プール匂行われ咤本
校はへき頭村井壷等選で
県中学新記録を出した外各種目に
圧勝した︒成親次の通聖
．∇四房日豊予選 A狙○小野
守0分17秒08組○畜甲鼻2
紗∇百肌背泳予選 A約〇畳1
分51秒68択0村井1為替
︵豊丁新記哲
▽百㍍自重予選劇A親○金福1
分川野U B汎㊤佐藤1分23秒6．
∇四百㍍自由型決勝什鵬膏田5分
畑砂○小野寺
∇百㍍背泳決勝＝○有井1身あ砂
∇房日田型決勝＝○金福鼻13
秒6
マ一音㍍￥泳決勝日仏長谷川3分

44秒4㊥小野寺

16秒4
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体蓉顎は少庸粛務所の苗きによ

皇肖十五日戸胎︑足沢両先生に

中学大会二つ

水泳第四回県下中学索泳大会は
二十六日年前九時伊ら花巻温泉プ

ールで行われる︒蓬目は百︑

二百︑望炭自由型︑百㍍背塾
二百㍍平泳︑三百萄二昏

調＝欒−−後は記

公園コートで挙行溺れる︒

大会は二十K日午前九時から貰苧

協会主催︑第l回県下中学校庭球

魔球県軟式庭援協会及び県体育

鮭

引率され同所を約二時間にわたっ

て慰問した︒

含量窪雷手権に出場

二十三︑四︑五の三日間水戸市で

行われる﹃全国高校体操空庵大
金﹄に本校から小森︑村上の両君

が出場する予定︒

会場と会期決る

県民体育大会

款のスポーツ祭典1第三回県民大

会兼房等選は県営グランド正面 ∇夏休み前に儲行しようと思責
スタンドの完成がややおくれたたが止むを得ない事情でおくれまし

遠聞ずらし同十四日から工ハ日 ∇英国の学生々活について色々と

め九月七日から九日までの会期をた︒悪からず︒

木麿ナと云うのは先生のペ

までの三日間に延期することに決柴田先生に牽いて放きましたe厳

定し宅会場及び会沢の漁具

岡工事々務所︑公園︵十五g▽

†六日︶∇應W−看大腰学部︑盛

陸上競技川グランド︵十四︑十五

∇二十五牌年記念号は十月中に発

して欲しいものだ．

ばか幻でなく他の競技の陣もあゝ

∇両校野球の応援見事︿︒野球

∇閉会式〟グランド︵十四g∇ ムですr

葦 仁王︵十五日︶∇寵球＝一

号∇体守一高︵十四︑十五日

医大グランド竿四︑十五︑十六

十五︑土八g∇一フグピー〟

帯︑岩大学芸学部︑工学部︵十四

∇釈回の発行予定は九月初旬です

都迄提出してぐれるように︒

する何らかの顔料があったた薪関

行されるが薯のうちで暑中に関

︵大矢︑佐々木︑中沢︑浦上︶

︶∇ハンドボール付一席︵十五︑ 尚一層の御協力宝蔵いします︒

十六旦︶∇卓呼び市立︵十四︑十

田
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︵この券持参の方︑各商品五分引︶
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鷲硬︵栃木県代表︶と対戦︑疲
△育米白田剰寄金宿重夫・鼻は秒 労と暑熱の為酪志振わず佐藤の一

白田型Q青田重治2分知砂89小 かれ︑本校は一回謹勝候補の石

体操部︑刑務所堅同

シュート督決めただけで‖対五
−︑
で十六日︶▽莞普環︵十六
出発︒途中落伍するものもなく登
先口狩われた弟t固着申対太田中 ︑敗れた︒
日︶▽野球且巾営賓︑感鉄球場
頂
／▽高儀
∇山岳﹄若手山︵十四︑†五旦
◇嚢合口け天菅は幻登山尻始
∇ボクシング辿還︵十四︑†五
十六邑

られ二面下山の二塁打のみで撃 満亀となって場内を湧かせたが有 ◇小岩井ロけここは最も困難なコ
普終ったが︑五回向井朗の二夷と 坂の代誌策の二ゴロ溺方茅休す ース︑従って中学生の参加者はな
く︑照井を〃−ダーとして十一時

︵聾蒜簡とな色畜空夢ゴ

れた森は八回有坂が四球で出塁

打3144．43づ22基2
−四球で二点をあげ試合を
打1
⁝・ ．∵二
優刺に選んだ︒2−0とガードさ 集中登山

一この．蔓畑牒攫巧等⊃ 周密金轡着き挿一系責諾
若手9−4月誌．
覧らぬ好馨曇二万森
好投三河を破っ乾
一展萎第日讃帯の試合は二十
竃頗睾盃一死哉蕾竺

他の小若井︑屋敷台︑大吉約十

↓遍忍苦2︑喜﹂届殺 ロ眩鈴木が併殺をあせって二塁に 山岳部主催による岩宇山華甲登山 智待つ︒から少と障れた夜空︒十
亘轟四土八卦か轟馨で 着手lAlO高超
詠幹隠鼻芽と賢菅に 号四祭妄青雲授与妓
は附や丁名が要して七月二十八 二時三浦クーダーの﹃墓行こう
峯行︵稀筆天領毒鈴木︑岩崎 四回戦本校対高級帯の試合墜千
暴学者堅底︑細川の隆打票
二盗︑和川の二ゴロは当カをこね 垂 7
一
九︑三十の二百圃汀われ宅
﹄の声芸寧んだ頂上を鼻す︒
五日四時七分から盛鵬市営空軍
lィ賞毀終回︑清見の中堅大
内野覆るかと早見たが二
︻盛岡高︼奪安打6▽失策
頂上奮為すグループは四つに分 ここ空行元気で硬軟詮うたいな
挙行︵球春天席︑塁菅又沢の︑
菊池
飛球抹申奥手の美技で一司続く
噌鰐0︒粥門㍊0︒票
塁手よくこれを処瑠して一塁に刺−∇併殺0▽四球2∇盗塁1∇三
れ︑滞沢口が一番多く約三十玉名 がら登る︒
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小武万
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投浦小武方−盆嵐
て生き︑これが決勝点となって試
︻後記︼実刀の寿はな楚しく
︻で
後七
望屑超署捧好八回迄小
合武
をきめた︒
本校は二回4安打晶球1・矢
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万に謬見もれ富︑誓踏むものが
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岩手IA10一関一
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でものに出来ず︑芸蓋校空海
一死t︑二華u回は敵失と鱒
二需
塁糾
打330︒
・0
︒
︒
0
1
︒0︒A︒一1︒
八回は二死簡垂の好学逃がし︑
僅かに六回申前安打の細川◆
を投
二掃
塁小武万−小笠原◆一室打
笠え
原
に置いて小武万の放った左翼越
二重打でt点を藍の電着同 ︻後田l小武方は四︑五回を除く

．量
ゼ声高に憶欺奥㌘

北岩苦学野球大会

いて挙行︒︑

︑八月三︑四︑五の三日間好摩にお愕脚88摘沼朋川一32

延長⊥1回下橋に惜敗

投措北田−紫野

封印0︒880︒摘銅器

北田の不調崇る
有坂の安打で二点をあげ同点とし
稲鮮銅U．88相関
更に八璽口田の申許安打をものに県下中学野球盛岡予選
抑緒 北田1紫野
して一点をガードした︒し七
か月し
二八
千五日に行われた県下甲学
ぽ四回三失︑ぜ1ク捕逸誓点
呉羽査一回救本校対七戸雇鼓
の
回か武方隷成3
季安
且打
．−四球︑
野茂大会■必岡予選で本校は一同戟 ▽二回戟
六回には1四球︑﹂失︑1欝で
瀾拳闘雛銅
野
撰
な
ど
で
四
点
を
入
れ
ら
れ
最
回
上
田終
中学
と対戦2人12で敗れた
一点を挙げ試合を隆利に進め雫
岩手宋戟空夢都甲学校
本校妓後の茨撃も空しく七な戸
の
お高
本校
は昨年同大会予選で飽勝
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