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学    校    沿    革    史    の    概    要 

昭和２２年  ４月  １日    六・三制の実施により、蛇田村公民中学校並びに家政女子学校を解し、 

従来の本科１年１３８名、２年８２名、及び初等科終了中学校が発足した。 

             ４月１８日に開校式を挙行する。初代校長 木 村  開 氏 就任 

昭和２３年  ７月２０日    校章を制定する。 

昭和２４年  ４月  １日    村の一部（新橋以東）石巻市に分村合併 

            ４月  ４日    第２代校長 今 野  定 雄 氏  着任 

          １０月２０日    第３代校長 岸 野  義 昌 氏  着任 

昭和２８年  ３月  ３日    新校舎落成式を挙行する。 

昭和２９年  ４月  ８日    第４代校長 馬 場  利 雄 氏  着任 

          １２月  ８日    校内放送施設完成（２３万円） 

昭和３０年  １月  １日    石巻市に合併  石巻市立蛇田中学校となる。 

            ２月２３日    校歌発表並びにピアノ開きを挙行。 

            ４月  ９日    第５代校長 菊 地 喜兵衛 氏  着任 

昭和３２年  ４月  ５日    第６代校長 長 浜  兵 衛 氏  着任 

昭和３５年１０月  １日    工作室竣工。 

昭和３７年  ４月  １日    第７代校長 佐々木  順 氏  着任 

          １１月  ３日    校旗樹立式を挙行。（石巻中央写真館より寄贈） 

昭和３８年  ４月  １日    第８代校長 山 口  誠 氏  着任 

            ５月  １日    屋内体育館落成式を挙行。 

昭和４１年  １月  ７日    完全給食を開始する。 

          １０月２７日    産業教育合同公開研究会を開催する。 

昭和４２年  ４月  １日    第９代校長 梶 原  盛 氏  着任 

昭和４４年  ４月  １日    文部省道徳教育の研究指定を受ける。 

            ９月２０日    校内放送施設完成。（４５万円） 

昭和４５年  ６月２４日    国旗掲揚塔完成。（８万円） 

          １０月１４日    文部省道徳教育公開研究会の開催。 

昭和４７年  ４月  ８日    第１０代校長 安 倍 忠 正 氏  着任 

昭和４８年  ４月２１日    宮城県教育委員会教育課程研究会の指定を受ける。 

          １１月１０日    新校舎起工式を挙行する。（蛇田字新金沼２０番１号） 

昭和４９年１０月２３日    宮城県教育委員会教育課程公開研究会を開催。 

昭和５０年  ３月２４日    新校舎へ移転（蛇田字中埣９８番地より） 

            ４月  １日    新校舎で執務開始。第１期工事完成。 

    （普通教室１０  特別教室３  校長室  放送室  保健室  視聴覚室  資料室  機械室） 

昭和５０年  ９月  １日    校舎建設  第２期工事開始。 

昭和５１年  ３月３１日    校舎建設  第２期工事完成。 

    （普通教室８  技術室２  家庭科室２  図書室  資料室  視聴覚室  機械室） 

昭和５１年  ７月  １日    野球バックネット、フェンス、自転車置場完成。 

          １１月１５日    校庭周辺に植樹。（桜、ヒマラヤシーダ） 

昭和５２年  ４月  ５日    第１１代校長 千 田  栄 吉 氏  着任 

            ７月１１日    生徒通用門設置。 

昭和５３年  ４月１０日    吹奏楽楽器一式寄贈される。（同窓会より  ２６０万円） 

            ６月１２日    宮城県沖地震発生（Ｍ７.５）１７時１２分 

            ９月２６日    屋内運動場建設工事着工。 

          １１月  １日    校舎周辺、自転車置場、通用門完成。 

昭和５４年  ３月２３日    屋内運動場落成式を挙行す。 

昭和５５年  ６月２２日    プール建設工事着工。 

        ８月１５日    正門完成。国旗掲揚塔を校庭中央南側に移動。 

            ８月２７日    プール建設工事完成。 

昭和５６年  ４月  ４日    第１２代校長 冨 田  一 郎 氏  着任 

            ８月１８日    校舎建設  第３期工事着工。 
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昭和５７年  ３月３１日    校舎建設  第３期工事完成。 

昭和５８年１０月２０日    宮城県造形教育研究大会  石巻大会公開 

昭和５９年  ３月  １日    運動部部室建設工事着工。 

            ４月  １日    第１３代校長 佐々木  賢 治  氏着任。 

            ４月２４日    運動部部室建設工事完成。 

            ５月  １日    福祉教育普及校に指定（石巻市社会福祉協議会より） 

昭和６０年  ５月１１日    石巻市グリーン・グリーン運動による植樹の実施。 

昭和６１年１０月  ５日    第１回親子大運動会開始。 

          １１月２０日    福祉教育普及発表会。  福祉講演会（さとう 宗幸 氏） 

昭和６２年１０月２３日    ４０周年記念事業の実施。記念誌の発刊  吹奏楽楽器の寄贈 

                          野球、ソフトボールのバックネットの改修。 

昭和６３年  ４月  ５日    第１４代校長 内 海  清 治 氏  着任 

            ５月２１日    ４０周年記念式典の実施。（記念品の贈呈と記念演奏） 

          １０月１６日    屋上手すり改修工事（第１期工事）受水槽工事竣工。 

平成  元年  ９月１３日    屋上手すり改修工事（第２期工事）竣工。 

          １０月  ７日    第１回県中体連女子駅伝大会優勝。 

平成  ２年  ９月２２日    石巻市中体連駅伝大会  男女優勝。 

          １０月  ７日    県中体連駅伝大会  女子第２位  男子第５位 

平成  ３年  ４月  ４日    第１５代校長 高 橋  三 郎 氏  着任 

            ８月２４日    東北大会出場（剣道男子団体、水泳女子個人） 

            ８月３０日    校庭全面改修工事竣工（暗渠排水） 

平成  ４年  ８月  ８日    東北大会出場（男子ソフトテニス） 

平成  ５年  １月２４日    天井張り替え作業（ＰＴＡ奉仕作業） 

            ４月  ４日    第１６代校長 阿 部  芳 夫 氏  着任 

            ６月１０日    第１回石巻養護学校との交流事業開始。 

            ７月２９日    第１回親子奉仕作業の実施。 

平成  ６年  ３月１１日    第１回立志の集いの実施。 

            ４月  １日    環境美化教育実践推進校に指定。（Ｈ６～７） 

平成  ７年  ２月  ７日    阪神大震災義援金の募金（生徒３６万円、ＰＴＡ３３万円） 

            ３月１４日    学校便り「さんご樹」の発刊開始。 

            ４月  １日    県教育委員会・生徒指導推進モデル地区指定（Ｈ７～８） 

            ４月  ５日    第１７代校長 伊 藤  太 郎 氏  着任 

平成  ８年  ４月  １日    文部省指定  スクールカウンセラー活用調査研究委託事業。 

          １１月  ３日    創立５０周年記念式典、記念碑除幕式。 

平成  ９年  ４月  ４日    第１８代校長 二階堂  和 夫 氏  着任 

            ７月２３日～  県中体連剣道第３位（東北大会出場） 

            ８月２５日    配膳室拡張工事完了。大型保冷庫設置。 

            ９月１３日    石巻市駅伝大会  男子  優勝（県体会出場） 

平成１０年  ３月１７日    スクールカウンセラー活用調査研究委託事業終了。 

            ４月  １日    ボランティア普及事業協力校指定。 

            ７月２３日～  県中体連  剣道男子個人第３位（東北大会出場） 

平成１１年  ４月  ５日    第１９代校長 梶 原  義 雄 氏  着任 

            ８月      東北大会出場 水泳個人 

平成１２年  ７月２８日    理科室床張り替え工事竣工 ８月２２日工事完了 

      ８月      東北大会出場  水泳個人 

          １０月  １日    屋上看板改修。（寄付金２０万円） 

平成１３年  ４月  １日    心を育む教育県指定。 

            ４月  ５日    第２０代校長 一 條  良 昭 氏  着任 

            ７月２３日～  県中体連  柔道（団体優勝） 

            ８月       東北大会  柔道団体、陸上女子個人  柔道男子全国大会出場 

          １２月１５日    心を育む教育県指定実践発表会 
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平成１４年  ４月  １日    ボランティア普及事業協力校指定 

            ８月      東北大会出場  柔道個人、陸上個人 全国大会出場  柔道個人 

            ３月          西側下水管工事、第一理科室排水管工事 

平成１５年  ４月  １日    ボランティア普及事業協力校指定（２年目） 

            ７月２６日    地震発生（震度６）被害  窓ガラス破損 

            ８月          東北大会出場    陸上、剣道女子、水泳、柔道個人（優勝） 

                                        全国大会出場    柔道個人 

          １１月          新人大会県大会    剣道女子優勝 

            ３月          体育館雨樋補修工事 

平成１６年  ４月  １日    第２１代校長 三 浦 一 也 氏 着任 

            ８月          東北大会出場  陸上 剣道女子 水泳 柔道個人  

                          全国大会出場    柔道個人 

            ９月～     大規模改修工事（外壁） 

          １１月          新人大会県大会    剣道女子優勝 

平成１７年 ８月     東北大会出場  陸上 水泳 剣道男子団体 剣道女子個人                   

全国大会出場  剣道男子団体 剣道女子個人 

          １１月     県新人大会  剣道女子団体優勝 野球優勝  バスケットボール女子第３位 

平成１８年 ４月 １日   第２２代校長 佐 藤  清 記 氏 着任 

            ４月～１１月 耐震工事 

            ５月～ ７月 便所改修工事 

            ８月          東北大会 剣道女子団体第３位 

            ９月          県新人大会 剣道女子団体優勝 

平成１９年 ８月          東北大会出場 陸上 水泳 剣道女子団体 バスケットボール女子           全

国大会出場（山形） 剣道女子団体 

          １２月          全国駅伝大会出場（山口） 

平成２０年 ４月 １日  第２３代校長 森 俊 英 氏 着任 

            ７月          通信陸上県大会 第１位 佐々木和美 男子砲丸投全国大会出場 

                          宮城県中学校総合体育大会  東北大会出場  陸上競技：男子総合第５位               

男子砲丸投 第１位 佐々木和美 １５Ｍ３３（大会新） 最優秀選手 

            ８月          東北大会出場   男子砲丸投 第１位 佐々木和美 １５Ｍ９２（大会新）                          

全国大会出場  男子砲丸投 第１位 佐々木和美  １５Ｍ６９  

          １０月          宮城県中学校駅伝競走大会  男子：第７位 女子：第６位  

平成２１年 ７月     県中総体 女子剣道 準優勝   女子バスケットボール 第３位 

男子棒高跳  第３位 柏山光 女子２，３年 1500M 第２位  荒谷紘佳 

                東北大会出場（福島県白河市） 剣道女子 

                         陸上競技（宮城スタジアム）男子共通棒高跳 第１位 柏山 光 

                                女子 2･3年 1500M 第４位  荒谷紘佳 

                         全国大会出場（大分県大分市） 女子 2･3年 1500M  荒谷紘佳 

                 平成２１年度東北中学校体育大会   男子共通棒高跳 第１位  柏山光 

             第３０回東北中学校陸上競技大会  女子 23 年 1500M  第４位  荒谷紘佳 

      １０月        第５８回宮城県中学校総合体育大会 駅伝女子  第２位  東北大会出場 

平成２２年７月２２～２５日 県中総体 男子剣道 第２位   棒高跳 第２位 吉田弦 

                                      女子 4×100mR 第２位 大橋ひとみ・阿部紀恵・留畑瑚乃江 

                                                          小川実咲 

                                      110ｍH 第２位 阿部忠孝 女子走幅跳  第３位 留畑瑚乃江 

                                      女子四種 第１位 阿部紀恵 

                                      男子総合 第４位  女子総合 第２位 

         ８月５～７日    第３４回東北中学校剣道大会男子団体  第３位 

             ８月７～９日  東北中学校陸上競技大会出場 

平成２２年 １０月 ６日      第５９回宮城県駅伝競争大会 女子 第２位    東北大会出場 

平成２２年 １０月３０日      第２０回東北中学校女子駅伝競走大会 第６位 
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平成２３年 ３月１１日  東日本大震災で東側校舎沈下のため使用禁止、西・中央校舎窓ガラス多数破損、 

階段・廊下・内壁に多数のひび割れ、外部給水タンク傾斜、 

体育館外壁破損・ひび割れ多数、避難所として校舎及び体育館を避難民を受け 

入れ、運営を始める。 

      ３月３１日  修了式並びに離任式をイオンショッピングセンター屋根付き駐車場を借用し 

行う。 

      ４月 １日   第２４代校長 菅原 誉人氏 着任 

        １２日   校舎内避難者の体育館への移動完了 

        ２１日   着任式、始業式、入学式を校庭で行う。 

      ７月２２～２５日 県中総体 女子バスケットボール 第３位 

      ８月８～１０日   東北中学校陸上競技大会 ２・３年１５００ｍ 第８位 千葉悠里奈 

      ８月１９～２２日 全国中学校陸上競技選手権大会 ２・３年１５００ｍ 千葉悠里奈 

     １０月１１日 東日本大震災による避難所閉所 

     １２月１７～１８日 全国中学校女子駅伝大会出場 第１９位 

平成２４年 ４月１５日  スイス大使 吹奏楽部訪問 

      ７月２２～２５日  県中総体 

男子卓球      後藤 文哉 第５位 東北大会出場 

男子柔道６６ｋｇ級 阿部  凌 第２位 東北大会出場  

９０ｋｇ級 佐々木政治 第３位 東北大会出場 

男子棒高跳     木村 亮輔 第３位 東北大会出場 

女子１年１５００ｍ 水沼優香子 第３位 東北大会出場 

８月９日      東北中総体 

男子柔道６６ｋｇ級 阿部  凌 第３位 

男子棒高跳     木村  亮輔 第６位 

     １０月１１日     吹奏楽部 スイス大使館招待演奏（東京） 

平成２５年 ４月 １日  第２５代校長 湯目 隆之氏 着任 

      ７月２１～２４日 県中総体  

                女子柔道 ４４ｋｇ級   阿部ほのか 第２位 東北大会出場 

                陸上競技 男子１１０ｍＨ   遠藤 直也 第３位 東北大会出場 

                       ８００ｍ    阿部 大輝 第２位 東北大会出場 

                       棒高跳     木村 亮輔 第１位 東北大会出場 

                     女子３年１００ｍ  菅野 千夏 第１位 東北大会出場 

                       砲丸投     三浦 京乃 第１位  東北大会出場 

      ８月 ９日    東北中総体陸上競技 

      男子棒高跳     木村 亮輔 第６位  

                     女子３年１００ｍ  菅野 千夏 第５位 

     ９月１３日    管内英語弁論大会 弁論の部   伏見 紗知 優秀賞 県大会出場 

平成２６年 ７月２０～２４日 県中総体 

男子剣道 準優勝 東北大会出場 

                陸上競技 男子３年１００ｍ  赤間 翔太 第４位 東北大会出場 

                       ８００ｍ    齋藤 紘也 第２位 東北大会出場 

                       ３０００ｍ   佐藤 礼旺 第３位 東北大会出場 

棒高跳     千葉 駿介 第３位 東北大会出場 

      ８月７～９    東北中総体陸上競技 

                  男子３年１００ｍ 赤間 翔太  第８位  

１０月 １日    宮城県中学校駅伝競走大会 女子       第２位 東北大会出場 

     １１月 ８日    東北中学校女子駅伝大会出場 

      ３月       ソーラーパネル設置工事完了 

平成２７年 ７月１９～２２日 県中総体 

男子剣道 優勝  全国・東北大会出場 

                女子剣道 準優勝 東北大会出場 

      野球   準優勝 東北大会出場 
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                男子柔道 ９０ｋｇ超級  大川 雄紀 第３位 東北大会出場 

                陸上競技 男子総合第２位 

                       ８００ｍ  齋藤 紘也 第１位 全国・東北大会出場 

                       ３０００ｍ 佐藤  礼旺第１位 東北大会出場 

                       ４×１００ｍＲ第４位 東北大会出場 

８月３～９日   東北中総体（岩手 山形 福島 宮城） 

野球 準優勝 全国大会出場 

               陸上競技 男子総合 第４位 

                      ８００ｍ   齋藤 紘也 第１位 （大会新） 

                      ３０００ｍ  佐藤 礼旺 第２位 

      ８月１８～２４日 全国中総体（北海道 福島 秋田） 

陸上男子８００ｍ齋藤  紘也  第６位 

                野球 剣道男子 出場 

     １０月 １日    宮城県中学校駅伝競走大会 男子第２位  女子第４位 東北大会出場 

     １０月 ９日    石巻地区中学校弁論大会    平塚こころ 最優秀賞 県大会出場 

     １０月３１日    東北中学校駅伝競走大会  男子第１０位 女子 第１５位 

     １１月 １日    宮城県中学校新人野球大会 優勝 

     １１月 ４日    石巻西部地区小・中学校音楽祭開催（遊楽館） 

 

平成２８年 ４月 １日    第２６代校長 今泉 良正 氏 着任 

      ６月 ５日    宮城県管打楽器ソロコンテスト 中学生の部フルート 木村 佳歩 金賞 

      ７月２２～２５日 県中総体    

                男子剣道 個人         髙瀬 涼平 第５位 東北大会出場 

                男子水泳 ２００ｍ個人メドレー 堀野 真生 第４位 東北大会出場 

                     ２００ｍ平泳ぎ           第７位 東北大会出場  

                陸上競技  男子砲丸投     相澤 源希 第１位 全国大会出場 

東北大会出場 

                女子１年１００ｍ  秋山 七海 第２位 東北大会出場 

                      女子低学年４×１００ｍＲ    第２位 東北大会出場 

      ８月 ８日    東北中総体陸上競技（秋田市） 

                男子共通砲丸投         相澤 源希 第１位 

                女子１年１００ｍ        秋山 七海 第３位 

      ８月２１日    全国中学校陸上競技（松本市） 

                男子共通砲丸投    相澤 源希  第８位 

      ９月３０日    宮城県駅伝競走大会  男子 第４位 女子 第２位 東北大会出場 

     １１月 ４日    体育館改修工事開始 

               東北中学校駅伝競走大会  男子 第１６位 女子 第１６位 

      ３月 １日    体育館改修工事終了 使用開始 

平成２９年 ６月４日     宮城県管打楽器ソロコンテスト中学生の部 クラリネット 杉山 耀 銀賞 

７月２２～２５日 宮城県中総体 

剣道競技 男子団体              第３位 東北大会出場 

男子個人        高瀬 涼平 第１位 全国大会出場 

東北大会出場 

佐々木 柾 第５位 東北大会出場 

水泳競技 男子５０ｍ自由形    西村 弥風 第９位 東北大会出場 

男子１００ｍバタフライ 西村 弥風 第６位 東北大会出場 

陸上競技 男子共通２００ｍ    星  亮輔 第４位 東北大会出場 

男子共通砲丸投     大橋 拓海 第２位 全国大会出場 

東北大会出場 

女子４００ｍＲ           第４位 東北大会出場 

ソフトボール競技               第３位 
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８月１～３日   東北中学校剣道大会（秋田市）男子個人     高瀬 涼平 第３位 

佐々木 柾 第５位 

８月６日     吹奏楽コンクール宮城県大会 大編成の部 銀賞 

８月８～１０日  東北中学校陸上競技大会（青森市）男子共通砲丸投 大橋 拓海 第３位 

女子４００ｍＲ       第８位 

８月１８～２０日 全国中学校剣道大会（佐賀市）       男子個人出場    髙瀬 涼平 

８月１９～２２日 全日本中学校陸上競技選手権大会（熊本市）男子共通砲丸投出場 大橋 拓海 

１０月３日    宮城県中学校駅伝競走大会  男子 第２４位   女子    第１４位 

女子区間賞 第３区 髙橋 歩実 第２位 

１０月１４～１５日 宮城県新人総合体育大会 

陸上競技 女子共通１００ｍ  秋山 七海 第３位 

女子共通４００ｍＲ       第１位 

１月１３日   全日本アンサンブルコンテスト宮城県大会 

打楽器    ５重奏 金賞 

クラリネット ８重奏 銀賞 

金管     ８重奏 銀賞 

平成３０年 ４月１日      第２７代校長 舛田 育久 氏 着任 

７月２２～２５日 宮城県中総体 

陸上競技 男子共通砲丸投   木村 夢吹   第４位 東北大会出場 

女子２年１００ｍ  若生 姫香   第２位 東北大会出場 

３年１００ｍ  秋山 七海   第２位 東北大会出場 

３年１００ｍ  佐藤 くるみ  第４位 東北大会出場 

女子共通４００ｍＲ         第１位 全国大会出場 

東北大会出場 

水泳競技 男子２００ｍ背泳ぎ  西村 弥風   第９位 東北大会出場 

柔道競技 男子個人 ５０㎏級 櫻井 魁士   第３位 東北大会出場 

７月１８日    オリンピックパラリンピックムーブメント全国展開事業 

７月２９日   倫理法人会協賛 「トイレ清掃に学ぶ会」 実施 

８月 ４日   吹奏楽コンクール宮城県大会 大編成の部 銀賞 

８月７～９日  東北中学校陸上競技大会（北上市） 

女子共通４００ｍＲ第４位 

８月１１日   全国板ガラス協会協賛 防災安全ガラス設置工事終了 使用開始 

９月２３日   保護司による教育講演会「更生保護＝命と心の大切さ＝」 講師 荒 慶一 氏 

１０月 ３日   宮城県中学校駅伝競走大会  男子 第２６位   女子 第１５位 

１０月 ９日   全国板ガラス協会協賛 「防災安全ガラス寄贈式典」及び出前授業 実施 

１０月１４～１５日 宮城県新人総合体育大会 

陸上競技      女子共通走幅跳     布施亜弥乃   第２位 

バドミントン競技  個人戦  シングルス  齊藤 梨杏   第５位 

東北大会出場 

１１月 ４日   ライオンズクラブ協賛震災復興支援事業 

インスハートコンサート現役医師の送る命の歌～生と死の狭間で～ 

１月 ８日   東側校舎トイレ乾式・洋式化工事終了使用可能 

１月１２日   全日本アンサンブルコンテスト宮城県大会金管八重奏銅賞 

２月 ９日   テニスコート，サッカー防球ネット工事終了 使用開始 

令和元年  ７月２１～２５日 宮城県中総体 

剣道男子団体             第３位 東北大会出場 

柔道男子個人 ６０ｋｇ級 櫻井 魁士 第３位 東北大会出場 

８月 ３日   吹奏楽コンクール宮城県大会 大編成の部 銀賞 

８月６～７日  東北中学校剣道大会男子団体優勝 

９月２２日   保護司による教育講演会「更生保護＝命と心の大切さ＝」 講師 荒 慶一 氏 

１０月 ９日   宮城県中学校駅伝競走大会  男子 第１２位  女子 第１２位 

１１月 ３日   宮城県中学校新人サッカー大会      準優勝 
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１１月２５日   引き渡し訓練実施 

１月１８日   全日本アンサンブルコンテスト宮城県大会 金管八重奏 銅賞 

３月２～２４日 コロナウィルス感染拡大防止のため臨時休業 

令和２年 ４月１日     第２８代校長 小野寺 周哉 氏 着任 

 

 

 

 

 

 

 

 


