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健闘光る Ｍ中生！ 第６８回仙台市中総体終わる 

６月８日（土）～１１日（火），水泳競技は１９日（水）～２０日（木）「第６８回仙台市中学校総合体育大会」

が各会場で行われました。各部，各種目において全力でプレーする選手の姿が見られました。目標としていた「県

大会出場」を勝ち得た部，惜しくもこの大会で敗れた部と結果はそれぞれでしたが，応援生徒を含め，感動する

場面が多くありました。本当にお疲れ様でした。保護者の皆様，ご家庭でのお励まし，応援や会場までの送迎等，

ご協力ありがとうございました。結果は以下のとおりです。 

 
【野球】第２位 

１回戦 １１－１ 南光台中 
準決勝  ３－２ 寺岡中 

 決勝   １－２ 加茂中 
 

【サッカー】 
１回戦 ２－１ 八乙女中 
２回戦 ０－１ 将監東中 

 

【ソフトボール】第２位 県大会出場 
１試合目 ９－６ 八乙女・根白石中合同チーム 
２試合目 ８－５ 将監東中  

 ３試合目 １－８ 高森中 
 

【バレーボール】 
予選リーグ  
１試合目 ０－２ 南光台中 
２試合目 ２－１ 寺岡中 
３試合目 １－２ 八乙女中 

決勝トーナメント 
１回戦  ０－２ 七北田中 
 

【男子ソフトテニス】 
団体 第３位 
１回戦   ２－１ 寺岡中 
２回戦   ２－０ 鶴が丘中 

 準決勝   １－２ 向陽台中 
 代表決定戦 １－２ 将監中 
個人  
第５位   菊地・小野木 県大会出場 
第５位   大槻・西野 
ベスト１６ 宇都宮・佐藤  
 

【女子ソフトテニス】 
団体 
１回戦 ２－１ 七北田中 
２回戦 １－２ 住吉台中 

 個人  
ベスト１６ 阿部・小山 
ベスト１６ 木村・熊谷 

【男子バスケットボール】第２位 県大会出場 
２回戦 ７２－３８ 将監中 
準決勝 ５３－４６ 寺岡中   
決勝  ４９－６６ 将監東中 
 

【女子バスケットボール】  
１回戦 ５７－２８ 白百合中 
２回戦 ３８－４７ 七北田中 

   

【男子バドミントン】 
 団体 第３位 

１回戦 ２－０ 向陽台中 
準決勝 １－２ 松陵中 

 個人 シングルス 第２位  宮岸 県大会出場 
          ベスト８ 野元 
          ベスト８ 石塚 
    ダブルス  ベスト８ 鈴木・中川 
          ベスト８ 松浦・林 
 

【女子バドミントン】 
団体 

  １回戦 １－２ 館中 
  
 
【こぶし卓球】 
 青葉・泉区Ｃ３ブロック 第１位 丸子 
 青葉・泉区Ｃ２ブロック 第２位 月館 
 青葉・泉区Ｃ２ブロック 第３位 小野寺 
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【男子卓球】 
 団体 第１位 県大会出場  
 １試合目 ３－０ 八乙女中 
２試合目 ３－０ 長命ヶ丘中 
＊予選リーグ２勝で決勝トーナメント進出 
準決勝  ３－０ 将監東中 
決勝   ３－２ 将監中 

個人 第１位 根本  県大会出場 
 第３位 小野寺 県大会出場 
 

【女子卓球】 
団体 
１試合目 ３－１ 南光台東中 
２試合目 ０－３ 将監中 
＊予選リーグ１勝１敗 

【男子剣道】 
団体 第１位 県大会出場 
１試合目 ２－２ 七北田中 
２試合目 ３－２ 八乙女中 
＊予選リーグを第１位で決勝トーナメント進出 
準決勝  ５－０ 将監中 
決勝   ３－２ 八乙女中 

 個人 第２位 石垣 県大会出場 
 

【女子剣道】 
団体 

  １試合目 ２－２ 将監東中 
２試合目 ３－２ 向陽台中 
＊予選リーグを第２位で決勝トーナメント進出 
準決勝  １－２ 寺岡中 

【陸上】 
第４位  男子 1年１００ｍ 髙橋 県大会出場 
第６位  男子８００ｍ     山田 県大会出場 
第７位   男子四種競技     渡邊 県大会出場 
第 12位  女子１５００ｍ  小林 県大会出場 
 

【水泳】 
 女子５０ｍ自由形  第２位 菅井 県大会出場 
 女子１００ｍ自由形 第２位 菅井 県大会出場 
 男子１００ｍ背泳ぎ     渡邊 県大会出場 
 男子２００ｍ個人メドレー  渡邊 県大会出場 
男子２００ｍ個人メドレー  桑島 県大会出場 

 男子５０ｍ自由形      桑島 県大会出場 

 

「よりよい学校に」生徒総会 

６月３日（月）６校時に令和元年度生徒総会が開

催されました。 

決算報告，予算案，生徒会執行部・各種委員会の

活動計画が提案されました。あらかじめ学級討議で

質問事項をまとめ，入念に審議の準備をし，生徒総

会で今年度の計画等が承認されました。  

生徒一人一人が自分の役割を果たし，南中山中学

校をよりよくしていこうという意欲を強く感じまし

た。  

 

備えあれば憂いなし 

６月４日（火）に，今年度最初の避難訓練が行わ

れました。 

クラスからの避難経路や災害発生時の行動の仕方

等を再確認した上で実施しました。 

今回は，地震による避難中に火災が起きた想定で

避難中にもきちんと情報を入手できるかということ

も考えて行いました。非常時には，冷静に行動する

ことが大切です。そのためには，正しい避難行動の

仕方を理解し，あらゆる状況を想定して行動できる

ようシミュレーションをしておくことが重要です。 

震災は，いつ起こるかわかりません。常に“おは

しも(おさない・はしらない・しゃべらない・もどらない)”

を頭に入れて，行動することが大切です。 

中学生としてどのように行動するべきなのか 改め

て考える機会となりました。 

ご家庭でも，ぜひ話題にしていただきたいと思い

ます。 
 

 
 
 
女子ソフトテニス部 
2019年 R.S.T杯春季団体対抗戦 第３位 
 

＜７月の主な予定＞ 

2日(火)合唱学年リハーサル 

10日(水)弁当 合唱コンクール 部活動中止 

11日(木)会議のため部活動中止 

12日(金)職員会議のため部活動中止 

16日(火)フリー参観(学年保護者会・学級懇談会)   

部活動中止 

17日(水)専門委員会 

18日(木)中央委員会 会議のため部活動中止 

19日(金)夏季休業前全校集会 県中総体激励会 

21日(日)～25日（木）県中総体 

22日(月)～25日（木）学習サポート 

26日(金)南中山夏祭り準備のため体育館使用不可 

27日(土)南中山夏祭り 

29日(月)プール開放(8月 9日までの平日 9日間)  

個人情報保護の観点から，ホームページには生徒氏名を掲載いたしません。 
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