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 学校教育目標 

「「真実，自律，共生，知性」の心を自ら求めみがき， 

「「生きる力」を育む，心豊かでたくましい生徒の育成 

 

＜全国大会に参加して＞ 

Ｕ：ベストを出すことはできませんでし 

たが，いい経験をすることができま 

した。 

Ｎ：多くのことを学ぶことができまし 

た。秋からの駅伝県代表に向けて頑 

張りたいです。 

  

                    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市中総体を勝ち抜き，仙台市代表として県大会，東北大会，全国大会へと進んだ東華中生，すばらしい 

活躍でした。また，保護者の皆様からも熱い声援や御協力をいただきましたことに，心から感謝申し上げ

ます。 

■全日本中学校陸上競技選手権大会（8/21～24 大阪） 

 女子１５００ｍ N.S 予選敗退   

 女子砲丸投   U.H 予選敗退   

■東北大会陸上競技大会の結果報告 ( 8/5～7 福島 )                       

☆ 女子  １５００ｍ  N.S     ９位 

☆ 女子  走幅跳   S.S  １１位 

☆ 女子  砲丸投    U.H   １４位 

■東北大会卓球大会の結果報告 ( 8/3～5  天童) 

☆ 男子団体 予選リーグ ０勝４敗 敗退 

対郡山二 １－３  対余目 ０－３ 対弘前東 １－３ 対１－３ 石鳥谷 

～復興へ願いを込めて～仙台七夕 東華中生も参加しました。 

全国大会出場（大阪） 

1500ｍ  N.S 左 

砲丸投  U.H 右 

 

８月もまた，数多くの生徒たちが活躍しました。９月は東華祭をはじめ学校行事が目白押しです。中旬

には期末考査も控えています。生活のリズムを早く取り戻し，しっかりと授業や諸活動に取り組み，豊か

な心と健やかな体の成長とともに，確かな学力を身に付けていきましょう。 
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参加した一般 

ボランティア Ａ ・ Ｋ ・ Ｈ ・ Ｍ ・ Ｓ ・

Ｓ ・ Ｓ ・ Ｓ ・ Ｎ ・ Ｓ 

※個人情報はイニシャル表記であること御了承 

願います。 

■ 中総体 県大会の結果報告 ( 7/21～24 ) 

○ 陸上 女子砲丸投    U.H  １位 標準記録突破 全中出場 

     女子１５００ｍ  N.S  ３位 標準記録突破 全中出場 

     女子走幅跳    S.S  ４位 東北大会進場 

     女子総合７位 

     男子砲丸投    S.T  ７位 男子四種競技  Y.T  ９位     

男子１年１５００ｍ F.K １７位  女子１５００ｍ C.A １６位決勝進出 

     女子低学年４×１００ｍＲ 準決勝進出  男子２００ｍ  H.T 準決勝進出  

女子８００ｍ  I.H 準決勝進出  女子１００ｍＨ K.O 準決勝進出 

     男子砲丸投   N.D 予選敗退   男子４００ｍ E.K 予選敗退      

○ 卓球男子団体 ２回戦 富沢  ３－２ ３回戦 対河北  ３－２  

４回戦 佐沼  ３－１ 準決勝 対しらかし台 １－３惜敗 

代表決定戦 対河南西 ３－１ 第３位 東北大会出場 

   個人     T.T ５回戦進出 ベスト１６   U.R ・ K.Y ２回戦進出 

          K.M １回戦敗退   

〇 野球 １回戦   対丸森  １－４ 惜敗 

〇 剣道 予選リーグ 対古川南 ０－２ 対仙台一 ０－４  惜敗 

○ バドミントン 男子シングルス H.R         ５位 

         女子ダブルス  S.A ・ O.M   ５位 

○ ソフトテニス 男子団体 ２回戦 対名取一  ２－１ ３回戦 対錦ケ丘 １－２ 惜敗 

         女子団体 １回戦 対荒浜   １－２ 惜敗 

         女子個人 O.S・F.Y 組 １回戦 対玉川 ４－３ ２回戦 対郡山 １－４ 

○ 水泳 男子１００ｍ自由形  K.Y 予選敗退 

○ サッカー１年生大会   対八軒 ０－２  惜敗 

■ 吹奏楽コンクール県大会 銅賞 

 

○ 宮城野区ソフトテニス大会  第２位 O.K ・ O.H  第３位 Y.A ・ E.M 

○ 宮城野・若林区選抜選手（野球） A.T ・ M.R 

○ 第２６回松本杯ソフトテニス大会 第３位 O.K ・ O.H  第５位 O.A ・ O.M   

○ 河北杯ソフトテニス 女子団体３位トーナメント 第３位  

○ 県新人卓球大会   男子ダブルス  第１位 T.T 男子シングルス 第２位 T.T 

○ 市卓球協会会長杯  男子団体    第３位 

○ 泉中学校学年別卓球大会 男子シングル 1 年の部第１位 T.T ２年の部第３位 A.Y 

○ 市剣道錬成教室大会 男子団体  第３位               

 

８月２１日（水）から２３日（金）の期間,２年生が職場体験学習を行いました。様々な事業所の皆様

の御協力をいただき,生徒らは多くの学びを体感することができました。御指導・御協力をいただきまし

た事業所や地域の皆様方,本当にありがとうございました。感謝申し上げます。また,今後ともどうぞよろ

しくお願いします。 

                    8/24（土）榴岡小学校でワイワイ夏祭りが行われました。 

 本校からも，会の運営などのボランティアとして生徒会の役

員をはじめとして多く生徒が参加しました。どんどこ紙相撲

など楽しい活動に，地域の子供たちと盛り上がりました。 

               

                       

 

 

榴岡ワイワイ夏まつり 

入賞おめでとう 

どんどこ紙相撲 
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