
第68回 市中学校総合体育大会
１３種目中，８種目団体優勝，４種目団体準優勝の快挙！

６月４日，５日，塩竈市中学校総合体育大会
が開催されました。今年度もそれぞれの競技で
感染症対策を施し，保護者応援でも屋内競技は
人数制限等のご協力をいただきながら，無事全
日程を終了することができました。
今年度の大会では，１３種目中，８種目で団

体優勝，４種目で団体準優勝という結果で，昨
年度の中総体の７種目優勝，２種目準優勝の結
果を上回る快挙を成し遂げました。
今回の中総体で生徒は練習の成果を十分に発

揮し，最後まで諦めずに試合に臨みました。ま
た，応援する生徒も各部の健闘を祈り，全校生徒が一体になって中総体に臨んだ
結果がこの素晴らしい成果となりました。応援してくださいました保護者や地域
の皆様にも感謝を申し上げたいと思います。
次に各運動部の代表生徒の感想を掲載いたしますので，ご覧ください。

中総体を振り返って

野球部 ３年４組 中澤 章輝 さん
中総体が終わって今，うれしい気持ちです。

中総体まで学校での練習や家での自主練習を
頑張り，当日は初日から自分で流れを作って
いったからです。部活動を通して，私はどん
なに負けていても諦めないということを学び
ました。そして自分の弱さを克服していきた
いです。私は３年生最初の定期考査に向けて
目標点数に届くように頑張りたいと思ってい
ます。１日最低１時間以上勉強してしっかり
寝ることを心掛けて残り少ない日々を頑張り
たいと思います。

サッカー部 ３年１組 松本 心翼 さん
今回は最後の大会ということもあり，今までとは少し違う気持ちで中総体に

挑戦しました。部活中は，みんなと練習できる日が少なくなっていくことを悲
しく感じる気持ちがたくさんありました。そして中総体当日，会場に着くとい
つもどおりのみんながいて，少し安心しながらも気を抜いてはいけないと思い，
準備や支度をしました。
１試合目の相手は玉中でした。今まで練習試合等で何回も勝っているので，
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自信をもちながらも油断しないように挑みま
した。試合は一中の攻めが続き，６対０で快
勝することができました。２試合目の相手は
二中でした。二中には昨年度の新人戦で負け
ているので，今度こそは勝ちたいと思ってい
ました。しかし，試合は一中の守りが続く中，
前半にシュートを決められてしまい，０対１
という惜しい結果となりました。
この部活動を通して僕は保護者の皆さんと

顧問の先生方にとても感謝しています。ここ
まで頑張れたという思いもありますが，悔し
い気持ちもあります。でも，そんな思いがあるのも陰で支えてくださっていた
方々がいるからこそだと思います。これからは部活動で鍛えた継続する力を勉
強にも生かしながら頑張っていきたいです。

バレーボール部 ３年１組 志野 夏紀 さん
私は市中総体優勝を目標に自分達の代にな

ってから一層練習を頑張ってきました。しか
し，結果は４位という悔しい結果で終わって
しまいました。昨年度の新人大会も１勝もで
きず４位でしたが，今回の大会の４位は少し
意味が違うと思います。前の大会で優勝した
玉中にストレートで勝つことができたからで
す。また，コートに入っている部員全員が大
きな声を出したり，諦めずに最後までボール
を追いかけたりと，前回の大会と取り組みを
大きく変えることができたと思います。
もうこの仲間とは一緒に部活ができないことはとても悲しいのですが，私た

ちが引退しても部活動を頑張り，新人大会では「優勝したよ！」とうれしい報
告を聞きたいと思います。次は受験勉強です。これからは第１希望の高校に受
かるように毎日少ない時間でも勉強をしていきたいと思います。

男子バスケット部 ３年１組 鈴木 滉大 さん
私たち一中バスケ部は３年間，そのめまぐるしい毎日

に後悔を残さないように練習してきました。毎日走り続
け，辛いことをとにかくやり続けました。顧問の岩田先
生も言っていますが，バスケ部が一番走っています。そ
して遂に迎えた市中総体では優勝することができました。
しかし，優勝以上にうれしかったことは一試合で全員が
出場しシュートを決めたことでした。私は試合中に泣き
出してしまうほどうれしかったです。そしてそんな仲間
達とまだバスケ部を続けることができることに感謝して
います。これからは県大会への練習が始まります。私は
決して逃げないこのチームのキャプテンとしてもう少し
頑張っていきたいなと思っています。本当に楽しい中総
体でした。ありがとうございました。

男子バドミントン部 ３年２組 佐藤 晃成 さん
市大会団体戦優勝，個人戦準優勝という結果にとても悔しい気持ちです。そ

れは個人戦の決勝で敗退してしまったからです。決勝戦では最後に２１点目を
取られてしまい，敗退してしまいました。この結果に親や房子先生，ＯＢの先
輩方が励ましてくれました。とくに支えてくれた房子先生と真さんは，”この結
果を受け入れて切り替えて県，東北大会に向けて頑張っていこう”と言ってく
れました。この悔しさを今後は練習に生かしていきたいです。



今回の市中総体では学んだことがたくさんあ
りました。このことは僕のバドミントン人生だ
けではなく，人生そのものに生きることだと思
います。これからの一つ一つの練習に全力で取
り組んで，目標である個人戦，団体戦，東北大
会出場を達成したいと思います。そして部活動
だけではなく，勉強にもしっかりと取り組みた
いと思います。

女子バドミントン部 ３年２組 阿部 紗菜 さん
市中総体を終えて感じたことは団体優勝ができて良か

ったという安心と，もう少し練習を重ねていればという
後悔が入り交じっていました。無事に団体戦では優勝で
きたのですが，個人戦ダブルスの練習が余りできないま
まに市中総体に臨み，良い結果が残せなかったからです。
次は県大会が控えているので他のメンバーのサポート

をしながら自分自身もチームに貢献できるように努力を
していきたいと思っています。
個人戦シングルでは１，２，３位を独占できました。

印象に残っているのは負けそうな点差だったにもかかわ
らず，追い上げて勝利できたことです。会場内にいるみ
んなから見られながらあの結果を出せたのは，約２年間，
部員みんなで支え合いながら活動してきたからだと思い
ます。最後まで部員全員が一致団結しできていたのでと
ても良かったです。

卓球部 ３年４組 今野 優斗 さん
市中総体が終わりました。個人戦では良い結

果を出すことができなかったけれど，団体戦で
は県大会に進むことができました。今回の試合
では自分に甘すぎるなと感じることが多くあり
ました。自分に厳しくしておくことが今後の人
生につながってくるのではないかと思います。
次の目標は県大会優勝です。高い目標があれ

ば，低い目標の時よりもそれに向かう力は大き
くなると思います。今後は部活動と同じくらい
勉強にも力を入れていき，勉強が辛い時，この
市中総体のことを思い出していき頑張っていきたいと思います。

中古制服情報（ＰＴＡより）
ＰＴＡで行ってる中古制服の販売について，６月末の在庫状

況をお伝えします。女子の制服の在庫が少ない状況です。もし
不用となる制服がありましたら，ぜひご協力をお願いいたします。

男子上着 男子スラックス

サイズ 155A 160A 160B 165A 165B 170A 175B 180A 185B 67 70 73 76 82 79 96

在庫 ２ １ １ １ １ ３ １ １ １ ３ ３ ２ １ ２ ２ １

女子上着 女子スカート

サイズ 150A 155A 165B 60 63 66 69 72

在庫 １ １ １ ３ ６ ４ ７ ３



令和４年度 塩竈市中学校体育大会 結果
(敬称略)

○野球 準優勝 ○女子卓球
・第１試合 一中２－７二中 【団体戦】 優勝 (県出場 )
・第２試合 一中８－０三中(５回Ｃ) ・第１試合 一中３－１玉中
・第３試合 一中９－２玉中(６回Ｃ) ・第２試合 一中３－２三中
・優秀選手賞 黒木一心 ・第３試合 一中３－０二中

【個人戦シングルス 】
○サッカー 準優勝 ・第３位 森 みくる (県出場 )
・第１試合 一中６－０玉中 ・第３位 鎌田 萌衣 (県出場 )
・第２試合 一中０－１二中
・ベストイレブン賞 秋山諒真 ,小砂子豊允 ,松本心翼 ○男子バドミントン

【団体戦】 優勝 (県出場 )
○男子ソフトテニス 優勝 (県出場) ・第１試合 一中３－０浦中
【団体戦】 ・第２試合 一中２－１玉中
・第１試合 一中２－１玉中 ・第３試合 一中３－０二中
・第２試合 一中２－１二中 【個人戦シングルス 】
【個人戦】 ・第２位 鈴木 聖梛 (県出場 )
・第２位 齋藤･髙橋ペア (県出場) ・第３位 小栗 武琉
・第３位 三浦･鈴木ペア 【個人戦ダブルス】

・第２位 佐藤 (晃 )･佐藤 (羚 )組
○女子ソフトテニス 準優勝 (県出場 )
【団体戦】
・第１試合 一中２－１玉中 ○女子バドミントン
・第２試合 一中１－２二中 【団体戦】 優勝 (県出場)
【個人戦】 ・第１試合 一中２－１浦中
・第１位 伊藤・盛合ペア (県出場) ・第２試合 一中３－０玉中

・第３試合 一中３－０二中
○女子バレーボール 【個人戦シングルス 】
・第１試合 一中２－０玉中 ・第１位 佐藤 美唯 (県出場 )
・第２試合 一中０－２二中 ・第２位 住家 芽依 (県出場 )
・第３試合 一中０－２三中 ・第３位 庄子凛々花
・優秀選手賞 鈴木 陽菜 【個人戦ダブルス】

・第１位 鈴木 (乃 )･髙橋 (千 ) 組
○男子バスケットボール 優勝 (県出場 ) (県出場 )
・第１試合 一中９７－４０玉中
・第２試合 一中６０－３２二中 ○男子剣道
・第３試合 一中９０－５６三中 【団体戦】 優勝 (県出場)
・最優秀選手賞 山路 心優 ・決 勝 一中４－１玉中

（出場２校 ）
○女子バスケットボール 準優勝 【個人戦】
・第１試合 一中･玉中９７－２８二中 ・第１位 佐々 悠太 (県出場 )
・第２試合 一中･玉中１９－７１三中 ・第２位 佐藤 錬 (県出場 )
・優秀選手賞 遊佐あやね

○女子剣道
○男子卓球 【団体戦】 優勝 (県出場 )
【団体戦】 優勝 (県出場 ) ・決 勝 一中３－２玉中
・第１試合 一中３－０二中 （出場２校 ）
・第２試合 一中３－０三中 【個人戦】
・第３試合 一中３－０玉中 ・第１位 阿部 莉子 (県出場 )
【個人戦シングルス 】
・第１位 鈴木 颯汰 (県出場) ○柔道男子は出場校が１校のため，
・第２位 小野 和希 (県出場) 団体戦，個人戦で県大会の出場権
・第３位 川村 遥斗 (県出場 ) を獲得しました。また，女子も個
・第３位 丹治 奏翔 (県出場 ) 人戦で県大会出場予定です。

※（県出場）の競技及び選手は７月２２日(金 )～２５日(月 )に実施される県中
総体に参加します。


