
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２８年８月２６日（金）第６号

本日より２学期がスタートしました
運動会、蛇田祭、合唱コンクールの
蛇中３大行事が行われます
長かった夏休みが終了し、本日、子どもたちは元気に登校してきました。おかげさまで夏
休み中は大きなケガや事故の報告もなく充実した夏休みだったことと思います。県中総体、
東北大会、駅伝練習と忙しい日々を送った子どもたちもおりました。また、保護者の皆様
からも応援をいただき、誠にありがとうございました。今日から２学期が始まり、さっそ
く来週９月３日(土)に行われる運動会への取組も始まりました。まだまだ暑い日が続いて
います。熱中症等、子どもたちの体調管理には十分留意してまいりますが、ご家庭でもお
声がけいただきたいと思います。

夏休み中に行われた県中総体・東北大会・全国大会等の結果

野球 １回戦 対高森 ３－０勝利
２回戦 対塩竃一 ７－０勝利（６回コールド）
３回戦 対折立 ４－０勝利
準決勝 対育英秀光 ０－３惜敗

男子バスケットボール ２回戦 対白石東 ６８－５９勝利
３回戦 対多賀城二 ６１－４９勝利
準々決勝 対五橋 ５０－６６惜敗

女子バスケットボール ２回戦 対塩竃二 ５７－３２勝利
３回戦 対桜丘 ４３－５５惜敗

女子剣道 予選リーグ 対栗原西 １－０勝利 対ドミニコ ０－３惜敗
対加茂 ２－１勝利

２勝１敗 予選リーグ２位 決勝トーナメント進出ならず
男子剣道 予選リーグ 対中新田 ５－０勝利 対仙台二華 ５－０勝利

対逢隈 ２－０勝利 ３勝 決勝トーナメント進出
決勝トーナメント １回戦 対若柳 ０－４惜敗
個人 高瀬 ５位東北大会出場 佐藤磨 ３回戦惜敗
東北大会 高瀬 ベスト１６

男子ソフトテニス 個人 南・石山ペア １回戦惜敗
団体 １回戦 対若柳 ２－１勝利 ２回戦 対南方 ０－３惜敗

女子ソフトテニス 個人 阿部・吉田ペア １回戦惜敗
男子バレーボール １回戦 対円田 ０－２惜敗
女子バレーボール １回戦 対塩竃二 ０－２惜敗
男子卓球 個人 今野 ４回戦惜敗 千葉 永沼 黒須 ２回戦惜敗
女子卓球 １回戦 対郡山 ３－０勝利 ２回戦 対向洋 ２－３惜敗

個人 小野寺 ３回戦惜敗 木村 佐藤 １回戦惜敗
男子柔道 予選リーグ 対松島 ５－０勝利 対岩沼 ５－０勝利

対袋原 １－４惜敗 決勝トーナメント進出
決勝トーナメント １回戦 対南郷 ２－１勝利
２回戦 対住吉 １－４惜敗

個人 櫻井 土井 伊藤 ２回戦惜敗
女子柔道 予選リーグ 対山下 １－２惜敗 対米山 ０－３惜敗

決勝トーナメント進出ならず
個人 渡邊 ３位 中村 ２回戦惜敗 千葉 佐々木 １回戦惜敗

陸上競技 入賞者のみ掲載 (東)：東北大会出場 （全）：全国大会出場
男子 １１０ｍＨ 鹿野７位 ８００ｍ 内海 ６位
砲丸投 相澤１位（全）（東） 大橋７位 低４×１００ｍＲ６位
女子 １年１００ｍ 秋山２位（東） １年１５００ｍ 後藤７位
低４×１００ｍＲ ２位（東）



東北大会 男子砲丸投 相澤１位
１年女子１００ｍ 秋山３位
女子低４×１００ｍＲ 決勝進出ならず
全国大会 男子砲丸投 相澤８位 １４ｍ３０

水泳 ４００ｍメドレーリレー １２位
フリーリレー 決勝進出ならず
堀野真 ２００ｍ平泳ぎ ７位 東北大会出場

２００ｍ個人リレー ４位 東北大会出場
木村 ２００ｍ背泳 １００ｍ背泳 予選通過ならず
西村 １００ｍバタフライ ６位 ２００ｍ自由型 予選通過ならず
木村 １００ｍ背泳 予選通過ならず
東北大会
堀野真 ２００ｍ平泳ぎ ２００ｍ個人メドレー 決勝進出ならず

バドミントン 小山 ３回戦惜敗

蛇田中学校吹奏楽部
全日本吹奏楽コンクール宮城県大会予選石巻・多賀城地区大会

中学校の部 金賞（県大会出場） 中学校小編成の部 銅賞
全日本吹奏楽コンクール宮城県大会 銀賞

宮城県管打楽器ソロコンテスト 中学生の部
フルート 金賞 木村 （６月実施）

来週の土曜日は親子運動会です。練習に一生懸命取り組んでいます。
９月３日（土）は第３１回親子運動会です。昨年度は雨の中の運動会で、２日間に分け

て実施しましたが大変ながらも生徒たちは一生懸命競技しました。今年も子どもたちは３
年生を中心に夏休みから活動を始め、今週からは全体での練習が始まりました。すばらし
い活動となるよう取り組んでいきますので、保護者の皆様のより一層のご支援とご協力を
お願いいたします。
なお、保護者の皆様の駐車場はいしのまき農協敷地（農業情報センター：３学年保護者

用）とイオン従業員駐車場（プラージュ裏：１・２学年保護者用）を借用しておりますの
で、そちらをご利用ください。駐車可能台数の関係で２カ所となりました。このことも合
わせてご協力お願いします。なお、予備日は４日（日）です。その場合、３日（土）は休
みとなります。どちらの場合も５日（月）が振替休業日となります。

＜運動会テーマ＞ 進 化
～ ６色の戦士よ 勝利を掴みとれ ～

地 区 駅 伝 大 会
９月７日（水）「石巻地区中総体駅伝大会」が桃生植立山公園周回コースにて開催され

ます。暑い中，早朝から必死に練習に取り組んだ選手たち，試走も数回行いました。今年も
男女とも優勝を目指します。
保護者の皆様、ぜひ応援をお願いいたします。

日 時 平成２８年９月７日（水）
１０：００ 女子スタート
１２：００ 男子スタート

会 場 桃生植立山公園周回コース

８・９月の行事予定

日 曜 行 事 日 曜 行 事
26 金 第２学期始業式 ※弁当 21 水 新人大会壮行式 14:05 ～
29 月 到達度テスト 22 木 秋分の日

1 木 運動会総練習 24 土 地区新人大会１日目
3 土 第３１回親子大運動会 ※弁当 ３年生到達度テスト１日目（午前授業）
5 月 振替休業日 （9/3 分）駅伝試走 25 日 地区新人大会２日目
6 火 駅伝大会壮行式 15:00 ～ ３年生到達度テスト２日目（午前授業）
7 水 地区駅伝大会 26 月 振替休業日（9/24 分）
8 木 専門･中央･部長会 27 火 新人大会予備日 ※弁当

13 火 地区英語暗唱・弁論大会 28 水 新人大会予備日 給食あり
19 月 敬老の日 30 金 県駅伝大会
９月２５日（日）分の振替休業日は１０月７日（金）になります




