
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１０月６日（火）第８号

平成２７年度石巻地区新人大会が行われました。結果をお知らせします。
９月２６日（土）・２７日（日）・２９日（火）・１０月３日（土）に石巻地区中学校新

人総合体育大会が行われました。１，２年生の新チームは，各種目において力の限り試合
に臨みました。大会結果を随時メールにて送信いたしましたが、改めて各部の結果につい
てお知らせいたします。
野球 対万石浦 ２－０勝利 対門脇・湊・女川 ２－０勝利

準決勝 対河北 １－０勝利 決勝 対石巻 ３－１勝利

優勝 県大会出場

ソフトボール 対万石浦 ７－６勝利 対桃生・稲井 １－９ 惜敗

決勝トーナメント 対河北 ４－８惜敗

サッカー 対青葉 ２－０勝利 対門脇 ２－１勝利

決勝トーナメント Ａブロック準決勝 対住吉 ２－１勝利

決勝 対矢本二 １－２惜敗 Ａブロック準優勝

ソフトテニス 男子：団体 対飯野川 ２－１勝利 対湊 １－２惜敗

個人 吉田・稲田ペア６位 県大会代表決定戦２回戦惜敗

玉上・宮崎ペア 南・石山ペア ３回戦惜敗

以上３ペア 選抜ソフトテニス新人大会出場

女子：団体 対雄勝 １－２惜敗

個人 鈴木・佐藤ペア 阿部・吉田ペア ３回戦惜敗

以上２ペア 選抜ソフトテニス新人大会出場

バレーボール 男子：対矢本一 ２－０勝利 対渡波 ２－０勝利

対北上 ０－２惜敗 決勝トーナメント進出

１回戦対山下 ２－０勝利 ２回戦 対北上 ０－２惜敗

代表決定戦 対鳴瀬未来 １－２惜敗 第３位

女子：対万石浦 ２－０勝利 対稲井 ２－０勝利

決勝トーナメント進出

１回戦 対鳴瀬未来 ２－０勝利

２回戦 対矢本一 ２－０勝利 準決勝 対桃生 ２－０勝利

決勝 対矢本二 ０－２惜敗 準優勝 東部ブロック大会出場

バスケットボール 男子：対稲井 ４６－４４勝利 対万石浦 ５６－３６勝利

準決勝 対河南西 ６６－４５勝利

決勝 対石巻 ７３－４０勝利 優勝 県大会出場

女子：対稲井 ８５－３２勝利 対山下 ６５－３５勝利

準決勝 対渡波 ５１－４９勝利

決勝 対女川 ５４－６２惜敗 準優勝 県大会出場

卓球 男子：団体 予選Ａリーグ ３勝 １位通過 決勝トーナメント進出

１回戦 対河北 ２－３惜敗

個人 今野(翔)優勝 県大会出場 永沼(勝) 準決勝惜敗



千葉 ５回戦惜敗 佐々木 ４回戦惜敗

黒須、高橋 ３回戦惜敗

女子：団体 予選Ｄリーグ ３勝 １位通過 決勝トーナメント進出

１回戦 対山下 ３－０勝利 準決勝 対河南西 １－３惜敗

第３代表決定戦 対桃生 ３－０勝利 ３位 県大会出場

個人 木村 準々決勝惜敗 佐藤(美)５回戦惜敗

辰巳、早坂 ４回戦惜敗

佐藤(颯)、三浦、今藤、新田、佐藤(は)、大和田 ３回戦惜敗

柔道 男子 団体 予選リーグ 対山下 ５－０勝利 対桃生 ３－２勝利

決勝トーナメント 準決勝 対万石浦 ３－２勝利

決勝 対渡波 ３－２勝利 優勝 県大会出場

個人 55kg 級 水越３位 60kg 級 石﨑２位 73kg超級 土井２位

90kg 超級 伊藤 優勝

女子 団体 予選リーグ 対矢本二 １－２惜敗 対山下 ３－０勝利

決勝トーナメント 対万石浦 １－１ 代表決定戦惜敗 ３位

県大会出場

個人 渡邊２位 千葉２位 中村３位

剣道 男子 団体 対青葉 ３－０勝利 対渡波 ５－０勝利

決勝トーナメント２回戦 対矢本二 ３－２勝利

準決勝 対飯野川 ２－３惜敗

第３代表決定戦 対河南西 ４－１勝利 ３位 県大会出場

個人 佐藤 ３位 宮﨑、髙瀬、佐々木 ５位

女子 団体 対門脇 ２－２（取得本数差）勝利

対河南東 ４－０勝利 対住吉 ２－２引分

決勝トーナメント１回戦 対万石浦 ３－１勝利

準決勝 対矢本二 ３－２勝利 決勝 対河北 ２－１勝利

優勝 県大会出場

個人 瀨川 ２位 県大会出場 最上 ５位

バドミントン 個人 シングルス 小山 準優勝 県大会出場

保護者の皆様，応援ありがとうございました。

平成２７年度県駅伝大会が行われました。男子２位 女子４位 ともに東北大会出場
１０月１日（木）に宮城県総合運動公園にて宮城県駅伝競走大会が行われました。石巻

地区代表として出場した蛇田中学校男子チーム・女子チームの健闘の結果をお知らせいた
します。なお、男子チームは宮城県第２代表として、女子チームは宮城県第４代表として
１０月３０日（金）・３１日（土）に宮城県総合運動公園で行われる東北中学校駅伝競走
大会に出場します。今後とも声援をお願いします。

男子 ２位 １：０１：２１ 東北大会出場

女子 ４位 ０：４８：１２ 東北大会出場


