
６月１２日（月）中総体 結果  

 

○ 陸上部 

   女子 2·3 年 1500m  IM ２位 県大会へ SU４位 県大会へ 

  男子 2·3 年 1500m  CK ８位 県大会へ 

  女子 1 年 1500m     NS  優勝 県大会へ CA ９位 県大会へ 

  女子２年 100m   SM ４位 県大会へ 

  女子 800m     NO ２位 県大会へ 

  女子３年 100m   MH１０位 県大会へ 

  男子 3000m     HR  ３位 県大会へ 

                         ※ 総合 男子５位 女子２位 

 

○ テニス部 

・男子個人  

 △ S/S 組  ４回戦  対学院  敗退 

・女子個人 

 △ M/M 組  ４回戦   対鶴谷 快勝  準々決勝  対岩切 惜敗 ５位 

 △ K/O 組  ４回戦  対東仙台 快勝  準々決勝 対鶴谷 快勝 

       準決勝 対東華 惜敗  ３位  県大会へ 

 △ A/S 組 ４回戦  対宮城野 快勝  準々決勝 対高砂 快勝 

       準決勝 対東華 快勝 

       決勝    対鶴谷 快勝 優勝 県大会へ 

 

○ バドミントン部 個人  

・男子シングルス 

 △ HH  準優勝 県大会へ 

 準々決 快勝（対中野） 準決 快勝（対学院） 決勝 惜敗（対宮城野） 

 △ NH   ３位  県大会へ 

 準々決 快勝（対高砂） 準決 惜敗（対宮城野） 

・男子ダブルス  

 △ E/W  組 ベスト８ 県大会へ 

 準々決 惜敗（対学院） 代表決定戦 快勝（対西山） 

・女子ダブルス  

 △ O/K 組 優勝 県大会へ 

 準々決 快勝（対幸町） 準決 快勝（対中野） 決勝 快勝（対高砂） 



○ 男子卓球部 団体 決勝リーグ 

 東華 １－３ 田子 東華 ２－３ 学院 

 

６月１１日（日）中総体 結果 

○ 陸上部 男子砲丸投 HM ３位 HH ７位 県大会へ 

      女子 2·3 年 1500m IM 決勝進出 SU 決勝進出 

      男子 2·3 年 1500m CK 決勝進出 

      男子 110m ハードル SH 4 位 県大会へ 

      男子 400m SH     8 位 県大会へ 

       男子 1 年 100m HT     優勝 県大会へ 

○ サッカー部準々決勝  東華 ０－２岩切＜惜敗＞  

○ 野球部 A ブロック準決勝 東華 ２－３ 南小泉＜惜敗＞ 

○ 女子バレー部決勝トーナメント１回戦 東華 ０－２鶴谷＜惜敗＞ 

○ 男女バドミントン部 個人１日目ベスト８進出者 （明日準々決勝～決勝） 

・ 男子シングルス HH . NH   ・男子ダブルス EY/WK 組 

・ 女子ダブルス O/K 組  

○ 男女テニス部個人 １日目ベスト１６進出者 （明日～決勝） 

・ 男子個人 S/S 組 ・女子個人 M/M 組 K/O 組 A/S 組 

○ 剣道部 男子団体 予選２位 決勝トーナメント１回戦 対幸町 惜敗 

  剣道部 女子団体 予選敗退 

 

６月１０日（土）中総体 結果 

○ 陸上部  女子 1 年 1500m NS CA 決勝進出  

         女子低学年 400m リレー 優勝 県大会へ 

         男子 110m ハードル SH 準決勝進出  

         男子 1 年 100m HT 準決勝進出 

         男子走幅跳 WT 決勝進出 

      男子 200m SK SA 準決勝進出 

○ サッカー部   １回戦 東華 ３－２ 鶴谷 ＜快勝＞ 

○ 女子バレー部 予選リーグ① 東華 ０－２ 岩切 ＜惜敗＞ 

                    ② 東華 ２－０ 宮城野 ＜快勝＞ 

                    ③ 東華 ０－２ 岩切 ＜惜敗＞ 

○ 男子テニス部  団体１回戦 東華 ２－１ 東仙台 ＜快勝＞ 

               準決勝 東華 ０－２ 宮城野 ＜惜敗＞ 

○ 女子テニス部 団体１回戦  東華 ３－０ 東仙台 ＜快勝＞ 



              準決勝  東華 ２－０ 高砂 ＜快勝＞ 

                決勝 東華 ２－１ 鶴谷 ＜快勝＞ 優勝 県大会へ  

○ 男子バドミントン部 団体１回戦 東華 ２－０ 高砂 ＜快勝＞ 

                   ２回戦 東華 ２－０ 東仙台 ＜快勝＞ 

                  準決勝 東華 ２－１ 中野 ＜快勝＞ 

                    決勝 東華 １－２ 学院 ＜惜敗＞ ２位 県大会へ 

○ 女子バドミントン部 団体 ２回戦 東華 ２－０ 岩切 ＜快勝＞ 

                  準決勝 東華 ２－１ 高砂 ＜快勝＞ 

                    決勝 東華 ２－０ 中野 ＜快勝＞ 優勝 県大会へ 

○ 男子バスケットボール部 １回戦 東華 ４６－６３ 中野 ＜惜敗＞ 

○ 女子バスケットボール部 １回戦 東華 ２７－６２ 幸町 ＜惜敗＞ 

○ 男子卓球部 予選リーグ① 東華 ３－２ 宮城野 ＜快勝＞ 

                 ② 東華 ３－０ 高砂 ＜快勝＞ 

○ 男子卓球 個人     OH ベスト８ 県大会へ  

○ 女子卓球部 予選リーグ  ① 東華 １－３ 岩切 ＜惜敗＞ 

                   ② 東華 １－３ 高砂 ＜惜敗＞ 

                   ③ 東華 １－３ 宮城野 ＜惜敗＞ 

○ 女子卓球 個人     IM ベスト８ 県大会へ 

 


