
さ ん ご 樹
磨 か れ た 知 性 と 想 像 力 「早寝・早起き・朝ごはん ２時間以上の家庭学習を」
豊 か な 感 性 と 粘 り 強 さ 石巻市立蛇田中学校
健やかでたくましい心と体 平成２７年６月９日（火）第２号

平成２７年度石巻地区中総体が行われました。結果をお知らせします。
５月３０日（土）・３１日（日）に石巻地区中学校総合体育大会（一次大会）が行われ

ました。当日は晴天のもと，各種目において生徒は力の限り試合に臨みました。また，応
援生徒も声をからしながら力いっぱい応援しました。各部の結果についてお知らせいたし
ます。
野球 対稲井 ２－０勝利

決勝 対女川（延長８回）３－０勝利 優勝 県大会出場

ソフトボール 対湊 １７－２勝利 対河北稲井渡波 ６－１３惜敗

サッカー 対渡波 ３－１勝利 対住吉 ０－０引分 決勝トーナメントへ

準決勝 対山下 ０－０ PK ０－３惜敗

ソフトテニス 男子：団体 対青葉 ３－０勝利 対河北 ０－３惜敗

個人 稲田竜・砂原ペア ベスト８県大会出場

平井・秋山ペア ４回戦惜敗 黒澤・鷲足ペア ３回戦惜敗

大友・堀口ペア ２回戦惜敗 佐藤・阿部ペア １回戦惜敗

稲田和・石山ペア１回戦惜敗

女子：団体 対矢本一 ２－１勝利 対河南東 ０－２惜敗

個人 土井・星ペア ベスト１６ 高橋・内海ペア ３回戦惜敗

綾部・阿部ペア １回戦惜敗 今野・遠藤ペア １回戦惜敗

佐々木・池内ペア １回戦惜敗

バレーボール 男子：対門脇 ０－２惜敗 対矢本一 ２－０勝利

対青葉 ２－０勝利 決勝トーナメント 対河南東 １－２惜敗

女子：対矢本一 ０－２惜敗 対矢本二 １－２惜敗

バスケットボール 男子：対稲井 ４６－３３勝利 対矢本一 ７３－４９勝利

対石巻 ７３－６５勝利 対女川 ４９－４７勝利

優勝 県大会出場

女子：対住吉 ７２－２７勝利 対青葉 ４９－２７勝利

対渡波 ３０－７０惜敗

第３代表決定戦 対河南東 ５９－６５惜敗

卓球 男子：団体 対青葉 ３－０勝利 対河南西 ３－２勝利

対矢本一 ３－０勝利 対万石浦 ３－１勝利

決勝トーナメントへ 準々決勝 対河南東 ３－２勝利

準決勝 対河北 １－３ ３位 県大会出場

個人 遠藤 ベスト１６県大会出場 今野翔 ベスト１６県大会出場

寒河江 ベスト１６県大会出場 松田 ４回戦惜敗

杉山 ３回戦惜敗 田中 ３回戦惜敗 今野慎 ３回戦惜敗

宮路 ２回戦惜敗 千葉 ２回戦惜敗 永沼 １回戦惜敗

女子：団体 対青葉 ３－０勝利 対 渡波 ３－０勝利



決勝トーナメントへ

準々決勝 対矢本一 ０－３惜敗

個人 木村 県代表決定勝利県大会出場 佐藤は 県代表決定惜敗

阿部 ４回戦惜敗 千葉 ４回戦惜敗 木島 ３回戦惜敗

蜂谷 ２回戦惜敗 平塚 ２回戦惜敗 相澤 ２回戦惜敗

石森 ２回戦惜敗 及川 ２回戦惜敗

柔道 男子 団体 ブロック 対女川 ３－２勝利 対矢本一 ４－１勝利

１位 決勝トーナメントへ 対矢本二 ３－１勝利

対住吉 ２－３惜敗 ３位決定戦対女川 ５－０勝利県大会出場

個人 50kg 級 門間３位県大会出場 櫻井惜敗 55kg 級 奥津３位

櫻井惜敗 阿部直惜敗 水越惜敗 60kg 級石﨑３位県大会出場
相澤惜敗 吉木惜敗 阿部慶惜敗 平塚惜敗 73kg 級土井３位
県大会出場 上山惜敗 90kg 超級大川３位県大会出場 伊藤３位

女子 個人 渡邊３位 県大会出場

剣道 男子 団体 対矢本一 ５－０勝利 対河北 ５－０勝利 決勝トー

ナメントへ 対青葉 ３－１勝利 準決勝 対河南東 ５－０

勝利 決勝 対飯野川 ３－２勝利 優勝 県大会出場

個人 髙橋 １位 県大会出場 阿部巧 ２位 県大会出場

阿部伊 ３位（第３代表）県大会出場 三浦 ３位（第４代

表）県大会出場 菅原 ４回戦惜敗 佐々木隆 ３回戦惜敗

渋谷 ３回戦惜敗 工藤 ３回戦惜敗 石森 ３回戦惜敗

佐々木優 ２回戦惜敗 佐藤 ２回戦惜敗 今野 １回戦惜敗

佐々木陸 １回戦惜敗

女子 団体 対青葉 ４－０勝利 対矢本一 ４－０勝利 決勝トー

ナメントへ 準決勝 対桃生 ３－０勝利 決勝 対矢本二

３－１ 勝利 優勝 県大会出場

個人 佐藤澄 第１位 県大会出場 今野 第２位 県大会出場

宍戸 第５位（代表決定戦惜敗） 千葉綾 ３回戦惜敗

内海 ２回戦惜敗 千葉夕 １回戦惜敗 三浦 １回戦惜敗

バドミントン 個人 男子シングルス 小山 ２位 県大会出場

保護者の皆様，応援ありがとうございました。二次大会においても，応援よろしくお願い
します。なお，二次大会の壮行式は，６月１７日（水）１４：１５から体育館において行
う予定です。

６月の行事予定
日 曜 行 事 日 曜 行 事

1 月 振替休業日 17 水 中総体二次大会壮行式
2 火 予備日【弁当持参】 18 木 中総体二次大会（水泳）
3 水 予備日 20 土 中総体二次大会（陸上）~21（日）
4 木 避難訓練 部活動中止~25（木）
5 金 振替休業日， 22 月 振替休業日~23（火）
8 月 全校集会（賞状伝達） 24 水 放課後学習会

10 水 新体力テスト 25 木 期末考査~26（金）
12 木 みやぎ県民防災の日 26 金 Ｐバレー練習会①
14 日 2 年生親子奉仕作業 29 月 全校集会（賞状伝達）


