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陸上部 部長 阿部真由子
私たちは２１日・２２日に開催される中総体陸上大会に

向けて練習をしています。特に私たち３年生にとっては最
後の中総体となるので，悔いの残らないよう全力を尽くし
たいと思います。
昨年と違い，今年は部長としての責任の重さと不安があ

ります。正直，普段の陸上部をまとめるのも大変ですが，
拡大陸上部として大人数をまとめ，指示を出さなければな

中総体一次大会が終了してから始まった特設水泳部と拡大陸上部の練習，それぞれの選手 りません。仲間と協力して稲井中の強い団結力を見せられ
の思いがこもった中総体二次大会が開催されます。 るよう頑張りたいと思います。
昨日，二次大会に出場する選手の壮行会が行われ，応援生徒からの力強いエールが送られ 大会では，操先生，柳田先生，顧問として部を指導する

ました。水泳大会は明日１９日東松島市矢本駅前の「ゆぷと」で，陸上大会は２１日（土） 時間を割いて陸上部の練習に参加し，応援してくださった
２２日（日）の２日間，利府町のグランディ２１で開催されます。応援よろしくお願いいた 先生方，練習に来てアドバイスしてくれた先輩方，今まで
します。 そしてこれからも支えてくれる家族に感謝し，その思いに

応えられる結果が出せるよう一生懸命頑張ります！

◆６月２１日（土）トラック競技
男女 種 目 開始時刻 出場者○内数字は学年
男子 ４種 110mH 9：00 松尾亮太③
女子 100mH予選 9：15 岡 夏美③ 秋山里桜②

男子 １年 100m 予選 9：35 山根蒼良① 阿部昂大①
奥山颯大①

男子 ２年 100m 予選 10：00 阿部龍真② 目黒颯人②
男子 ３年 100m 予選 10：25 菊地俊太③

阿部美咲② 秋山里桜②
女子 400mＪＲ 11：05 内海帆乃香②遠藤彩夏①

鈴木まどか①
阿部真由子③ 岡 樹里③

女子 400mＲ 11：20 岡 夏美③ 勝然みなみ②
三浦由奈①

男子 800m 予選 11：40 日野璃空②
女子 800m 予選 12：10 内海帆乃香② 岡 樹里③

男子 200m 予選 12：50 千葉 陸③ 板橋怜汰①
山根蒼良①

男子 １年 1500m 予選 13：20 奥山颯大①

男子 2･3 年 1500m予選 13：45 牛島輝己② 阿部耕陽③
畠山 司③

女子 １年 1500m 予選 14：10 鈴木まどか①遠藤彩夏①
▲陸上部員プラス出 女子 2･3 年 1500m予選 14：35 遠藤 楓③
場を希望し練習を重 男子 １年 100m 決勝 15：15
ねて来た拡大陸上部 男子 ２年 100m 決勝 15：20 予選通過者
のメンバー 男子 ３年 100m 決勝 15：25

男子 110mH 決勝 15：40 阿部龍真②

▲ 二次大会に出場す 男子 200m 決勝 15：55
る選手にエールを送 女子 400mＪＲ 決勝 16：10 予選通過者・チーム
る応援団員 女子 400mＲ 決勝 16：15

▼県標準記録突破を ◆６月２１日（土）フィールド競技
目指す特設水泳部

男子 走り幅跳び 決勝 9：00 千葉 渉② 牛島輝己②
本田龍之神②

男子 走り高跳び 予選 9：00 佐藤翔太③阿部広太郎③
男子 砲丸投げ 9：30 日下光希① 目黒颯人②
男子 走り高跳び 決勝 13：00 予選通過者

特設水泳部 部長 男子 ４種砲丸投げ 13：00 松尾亮太③
髙 橋 李 音

短い練習期間でしたが， ◆６月２２日（日）トラック競技
選手一人一人が自己ベスト 女子 １年 100m 予選 9：00 三浦由奈①
を出せるよう頑張ってきま 女子 ３年 100m 予選 9：50 岡 夏美③ 阿部真由子③
した。 阿部龍真② 目黒颯人②
特設の部なのですが，こ 男子 400mＪＲ 予選 10：15 本田龍之神②阿部昂大①

のメンバーで稲井中水泳部 奥山颯大① 山根蒼良①
として，悔いの残らないよ 千葉 渉② 牛島輝己②
う，全力で，県大会出場を 男子 400mＲ 予選 10：35 佐藤翔太③ 千葉 陸③
目指して泳いできます！ 松尾亮太③ 畠山 司③
応援よろしくお願いしま

女子 200m 予選 11：05 勝然みなみ②三浦由奈①す。 阿部真由子③
男子 １年 1500m 決勝 11：35

○数字は学年 タイムレース決勝 時 刻 ○数字は学年 タイムレース決勝 時 刻 男子 2･3 年 1500m決勝 11：45
髙橋 李音③

男子 100m平泳ぎ 13：34
早川 陽平②

男子 50m自由形 12：35 女子 １年 1500m 決勝 11：55
男子 200m平泳ぎ 12：50 男子 100m背泳ぎ 13：23 女子 2･3 年 1500m決勝 12：05

鈴木 颯太③
男子 100m自由形 11：18

阿部 奎那②
女子 100mバタフライ 13：55 女子 100mH 決勝 12：25 予選通過者

男子 50m自由形 12：35 女子 200mバタフライ 11：26 女子 １年 100m 決勝 12：40
浅野 元希③

男子 100m平泳ぎ 13：34
阿部愛唯菜②

女子 200m個人メドレー 13：08 女子 ３年 100m 決勝 12：50
男子 200m平泳ぎ 12：50 女子 100m自由形 11：13 女子 800m 決勝 13：10

木村 樹② 男子 100m背泳ぎ 13：23 10：30～ 男子 800m 決勝 13：15
男子 100m平泳ぎ 13：34 男子 400mメドレーリレーにも出場予定 男子 ４種 400m 13：20 松尾亮太③

男子 3000m 決勝 13：40 木村侑希③ 後藤陸斗②
小畑 輝②

女子 200m 決勝 14：40
明日，６月１９日は普通授業（部活なし・陸上練習あり）で給食もあります。６月２１ 男子 400mＪＲ 決勝 14：15 予選通過チーム

日（土）２２日（日）は午前授業になります。４時間授業で昼食を食べずに下校しますの 男子 400mＲ 決勝 14：45
で昼食の用意をお願いします。 ◆６月２２日（日）フィールド競技

男子 ４種走り高跳び 9：00 松尾亮太③
女子 砲丸投げ 決勝 10：00 安藤菜摘③ 鈴木琴海③
女子 走り幅跳び 決勝 10：20 阿部美咲②
女子 走り高跳び 予選 10：30 阿部彩花③ 奥津香菜③
女子 走り高跳び 決勝 13：00 予選通過者


