Are you happy?
アーユーハッピー？：バレーボールクラブハッピーズしんぶん

※7 月 11 日（日）藤尾さん・亘理さんと練習会
※7 月 18 日（日）中田さん・枝野さんと練習会
※7 月 27 日（火）〜29 日（木）日帰り合宿です！
（会場はすべて高舘小学校です）
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2021 年 7 月のかつどうよてい
1 日（木）
4 日（日）
8 日（水）
9 日（木）
11 日（日）
14 日（水）
15 日（木）
18 日（日）
21 日（水）
22 日（祝）
25 日（日）
27 日（火）
28 日（水）
29 日（木）
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増田小学校 2 年
好きな色は黒！まっすぐで
すなおな感じがイイネエ！

仙南交流会・ミックスチーム１セットをとる大健闘！
亘理の白石カントクからも「元気で

いいチームだね！ 3〜4 年生だって？

楽しみだね！」って言葉をいただきま
したよ。

そして、玉浦戦ではナント１セット

をとってしまったのです！６年生あい
てでも、気持ちでは負けていないプ
はじめての試合にちょっとキンチョウ！
対
対

亘理 ①14-21 ②20-22
玉浦 ①10-21 ②21-18 ②13-15

レー、ハッピーズらしい明るいバレー
が全員できた試合でした。

団長から特別にキャプテンのチーに

MVP がおくられました。

仙南交流会・女子チームは船迫と打ち合いせりかつ！
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「えがおで１勝！変顔で２勝！」を

目標に岩沼ユニコンさんにちょうせん

です！ユニコン男子のエースとみゆう
が打ち合いながらも、もう少しという
ところで、レシーブの差が出てしまい
ました。

船迫さんとも取られたら取り返す

新ユニフォーム、なかなかにあうでしょ！

岩沼 ①14-21 ②19-21
対船迫 ①16-21 ②21-15 ②15-13
対

シーソーゲーム！それでも負ける気は
しないと強気のプレーでにげ切りまし

た。MVP にはバックからもりあげた
アイナがえらばれました。

県大会、ミックス がんばりました！ 女子は桂のレシーブくずしきれず！
加美町の体育館はアンダー 10 の会場にもなっています。

かつら

桂さんのゆっくりマジメなレシーブバレーに、明るくて
たいこう

吾妻

璃音

（りね）
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れんぼう

ミックスチーム。１セットめは調子の出ない連坊さん相手
れんぞくしってん

けいけん

は出だしはよかったものの、連続失点。いい経験をさせて
もらった大会でした。

がんばったよ！

対

すために落ちるサーブや A クイックの落とすこうげきで
だっぴ

まいました。もうひとつ上のレベルに脱皮しなければ！

連坊 ①15-21 ②8-21

えがお！えがおえがお！

※練習日のじかんはかわることがあります。かわったばあいはおかあさんのけいたいにれんらくがはいります。

対

桂 ①16-21 ②13-21

かぶいたけどなあ・・・
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