
令和３年度 仙台市新人大会 

加茂中学校 試合結果 

１０月９日（土） 

 

【陸上競技】 

  男子１５００ｍ  ２年ＳＲ  １位（大会新記録） 

  男子１００ｍＨ  ２年ＴＦ  ７位 

                             １０日（日） 競技は続いています 

【野球】 

  ２ブロック        １回戦  対 八乙女中  ３－０  快勝       

                             １０日（日） ２回戦に挑みます 

 

【サッカー】 

  松陵中との合同チームです 準々決勝 対 南中山中  ０－２  惜敗 

                         サッカー部への応援，ありがとうございました 

 

【ソフトテニス】 

  ○男子個人 

    １年ＫＲ･２年ＳＫ  １回戦  対 七北田中  ４－２ 快勝 

              ２回戦  対 寺岡中   ０－４ 惜敗 

    ２年ＫＤ･２年ＳＤ  ２回戦  対 将監中   ４－１ 快勝 

               ３回戦  対 南光台東中 ３－４ 惜敗 

    ２年ＩＫ･２年ＯＳ  ２回戦  対 鶴が丘中  ２－４ 惜敗 

    １年ＳＳ･１年ＩＴ  １回戦  対 長命ケ丘中 ４－１ 快勝 

               ２回戦  対 南中山中  ２－４ 惜敗 

    ２年ＷＲ･１年ＯＳ  １回戦  対 高森中   ０－４ 惜敗 

    ２年ＨＪ･１年ＳＫ  １回戦  対 南光台東中 ４－２ 快勝 

               ２回戦  対 七北田中  ４－３ 快勝 

               ３回戦  対 八乙女中  ０－４ 惜敗 

    １年ＡＩ･２年ＴＨ  １回戦  対 南中山中  ４－２ 快勝 

               ２回戦  対 将監中   ０－４ 惜敗 

    ２年ＳＲ･１年ＹＫ  １回戦  対 寺岡中   ４－３ 快勝 

               ２回戦  対 将監中   ０－４ 惜敗 

    １年ＯＭ･２年ＯＫ  ２回戦  対 高森中   ０－４ 惜敗 

    ２年ＴＫ･１年ＨＳ  ２回戦  対 将監中   ４－１ 快勝 

               ３回戦  対 南中山中  ２－４ 惜敗 

   



○女子個人 

    １年ＳＭ･１年ＥＨ  ２回戦  対 七北田中  ２－４ 惜敗 

    ２年ＳＹ･２年ＳＵ  ２回戦  対 七北田中      棄権     

    ２年ＹＳ･２年ＳＨ  ２回戦  対 館中    ４－０ 快勝 

               ３回戦  対 将監中   ４－０ 快勝 

               ４回戦  対 南光台中  ４－１ 快勝 

               準々決勝 対 南中山中  ４－３ 快勝 

               準決勝  対 将監中   ４－２ 快勝 

               決勝   対 将監中   １－４ 惜敗 

                                  準優勝！！ 

                                  県大会出場！！ おめでとう！！ 

    １年ＯＮ･１年ＭＫ  １回戦  対 七北田中  ４－２ 快勝 

               ２回戦  対 高森中   １－４ 惜敗 

    １年ＴＭ･１年ＨＭ  １回戦  対 寺岡中   ０－４ 惜敗 

                       ソフトテニス部への応援，ありがとうございました 

 

【バスケットボール】 

   男子 Ｇブロック１回戦  対 向陽台中 １３―６１  惜敗 

    女子 Ｇブロック１回戦   対 向陽台中 ４８－２９  快勝 

                          女子は １０日（日） ２回戦に挑みます 

 

【剣道】 

○男子団体トーナメント ２回戦 対 南中山中 ０－４ 惜敗 

  ○女子団体トーナメント ２回戦 対 将監中  １－２ 惜敗 

  ○１年男子個人 

    ＳＳ １回戦  対 寺岡中  ２本負け   惜敗 

  ○１年女子個人 

    ＣＣ １回戦  対 将監東中 延長１本負け 惜敗 

  ○２年男子個人 

    ＫＫ １回戦  対 七北田中 ２本負け   惜敗 

    ＹＲ １回戦  対 南中山中 ２本負け   惜敗 

○２年女子個人 

    ＮＭ １回戦  対 寺岡中  １本勝ち   快勝 

       ２回戦  対 南中山中 １本勝ち   快勝 

       準々決勝 対 八乙女中 １本負け   惜敗  

    ＳＭ ２回戦  対 南光台中 ２本勝ち   （不戦勝） 

       準々決勝 対 将監東中 １本負け   惜敗 

                           剣道部への応援，ありがとうございました 



【卓球】 

  ○男子団体トーナメント １回戦  対 長命ヶ丘中 ３－０ 快勝 

              準々決勝 対 鶴が丘中  ３－０ 快勝 

              準決勝  対 高森中   ３－０ 快勝 

              決勝   対 南光台東中 ３－０ 優勝！！ 

                              県大会出場！！ おめでとう！！ 

   

  ○男子個人 

    ２年ＯＴ  １回戦  対 館中    ３－０ 快勝 

           ２回戦  対 八乙女中  ３－１ 快勝 

          ３回戦  対 南光台中  ０－３ 惜敗 

    ２年ＹＫ  １回戦  対 長命ヶ丘中 ２－３ 惜敗 

    ２年ＳＴ   １回戦  対 八乙女中  ３－０ 快勝 

          ２回戦  対 長命ケ丘中 ３－０ 快勝 

          ３回戦  対 将監中   ３－０ 快勝 

          準々決勝 対 高森中   ２－３ 惜敗 

    ２年ＡＹ  １回戦  対 松陵中   ３－０ 快勝 

          ２回戦  対 鶴が丘中  ３－０ 快勝 

          ３回戦  対 長命ケ丘中 ２－３ 惜敗 

  

  ○女子個人 

    １年ＹＭ  １回戦  対 南光台東中     棄権 

    １年ＫＨ  １回戦  対 白百合中  ０－３ 惜敗 

    １年ＴＳ  １回戦  対 将監中   １－３ 惜敗 

    １年ＵＭ  ２回戦  対 南光台中  ０－３ 惜敗 

                           卓球部への応援，ありがとうございました 

       

 

【バドミントン女子】 

  ○女子団体トーナメント １回戦 対 向陽台中  １－２ 惜敗 

                  １０日（日） 競技（シングルス，ダブルス）は続いています 


