
令和元年度 仙台市中総体 

 

３日目 

 

種目：バスケットボール男子 

    準決勝  

対 長町中 ４８－１０４ 惜敗 

 

種目：サッカー 

    準決勝 

     対 長町中 １－２ 惜敗 

 

種目：野球 

    準決勝 

     対 茂庭台中・人来田中 ２－０ 快勝 決勝戦進出 

 

種目：バレーボール 

    準決勝 

     対 富沢中 ２－０ 快勝 

    決勝 

     対 八木山中 ２－１  優勝おめでとう！ 県大会出場！ 

 

種目：ソフトボール 

    リーグ戦 

     対 長町中 １－９ 惜敗 

     対 西多賀中 １１―１０ 快勝 

 

種目：ソフトテニス 

    男子個人 

     １回戦 

      T･Y(１年) 対 柳生中 ４－０ 快勝 

      A･K(１年) 対 八木山中 ０－４ 惜敗 

     ２回戦 

      T･Y(１年) 対 八木山中 ０－４ 惜敗 

      S･S(３年) 対 中田中 ４－０ 快勝 

      T･U(２年) 対 柳生中 ２－４ 惜敗 

      O･M(１，２年) 対 人来田中 ４－２ 快勝 

     ３回戦 

      S･S(３年) 対 西多賀中 ３－４ 惜敗 

      O･M(１，２年) 対 八木山中 ０－４ 惜敗 



    女子個人 

     １回戦 

      S･A(２年) 対 富沢中 ４－２ 快勝 

      O･M(２年) 対 茂庭台中 ４－０ 快勝 

      M･A(２年) 対 西多賀中 ３－４ 惜敗 

      S･S(２年) 対 袋原中 ２－４ 惜敗 

     ２回戦 

      S･T(２年) 対 中田中 ４－０ 快勝 

      T･K(３年) 対 富沢中 ４－０ 快勝 

      S･A(２年) 対 袋原中 ０－４ 惜敗 

      O･M(２年) 対 生出中 ３－４ 惜敗 

      K･S(２，３年) 対 西多賀中 ４－０ 快勝 

      K･T(３，２年) 対 中田中 ４－０ 快勝 

     ３回戦 

      S･T(２年) 対 柳生中 ０－４ 惜敗  

      T･K(３年) 対 中田中 ４－１ 快勝  

      K･S(２，３年) 対 生出中 ４－０ 快勝 

      K･T(３，２年) 対 人来田中 ４－０ 快勝 

 

種目：卓球 

    男子団体戦 予選リーグ 

     対 山田中 ０－３ 惜敗 

     対 西多賀中 ０－３ 惜敗 

    女子団体戦 決勝トーナメント 

     対 柳生中 ０－３ 惜敗  第３位 

    男子個人 

     １回戦 

      H(３年) 惜敗 

      A(２年) 惜敗 

      O(３年) 惜敗 

      N(２年) 快勝 

      A(３年) 惜敗 

      M(２年) 快勝 

     ２回戦 

      T(２年) 惜敗 

      N(２年) 快勝 

       Y(２年) 惜敗 

      M(２年) 惜敗 

     ３回戦 

      N(２年) 快勝 



     ４回戦 

      N(２年) 惜敗  

     県大会出場決定戦 

      N(２年) 惜敗 

    女子個人 

     １回戦 

      A(３年) 惜敗  

      Y(３年) 惜敗 

      K(３年) 惜敗 

      M(３年) 惜敗 

      T(３年) 惜敗 

      S(３年) 快勝 

      H(３年) 快勝 

      S(３年) 快勝 

     ２回戦 

      S(３年) 惜敗 

      H(３年) 惜敗 

      S(３年) 惜敗 

 

種目：バドミントン 

    男子シングルス 

１回戦 

      SM(３年) 対 袋原中 ２－０ 快勝 

      SC(３年) 対 八木山中 ２－１ 快勝 

     ２回戦 

      SM(３年) 対 西多賀中 ０－２ 惜敗 

      Y(３年) 対 柳生中 １－２ 惜敗 

      SC(３年) 対 袋原中 ０－２ 惜敗 

    男子ダブルス 

     １回戦 

      T･K 対 西多賀中 ０－２ 惜敗 

      S･S 対 山田中 ２－０ 快勝 

     ２回戦 

      F･Y 対 西多賀中 ２－０ 快勝 

      S･S 対 長町中 ０－２ 惜敗 

     ３回戦 

      F･Y 対 長町中 ０－２ 惜敗 

     県大会出場決定戦 

      F･Y 対 長町中 ０－２ 惜敗 

 



女子シングルス 

     ４回戦 

      M(３年) 対 柳生中 ２－１ 快勝 

     準決勝 

      M(３年) 対 中田中 ０－２ 惜敗  第３位 県大会出場！ 

    女子ダブルス 

     ３回戦 

      O･S 対 中田中 ０－２ 惜敗  ベスト８ 県大会出場！  

      I･K 対 愛宕中 ２－１ 快勝 

     準決勝 

      I･K 対 中田中 １－２ 惜敗  第３位 県大会出場！ 

 

種目：柔道 

    男子個人戦 

     N(１年)  １回戦惜敗 

     H(１年)  ２回戦惜敗 

     TY(１年) １回戦不戦勝，２回戦惜敗 

     TS(１年) ２回戦不戦勝，３回戦惜敗 

     O(１年)  １回戦惜敗 

     O(２年)  リーグ戦  第１位！ 県大会出場！ 

     SS(３年) １回戦快勝，２回戦不戦勝，３回戦快勝，準決勝惜敗  第３位 

     SH(３年) １回戦惜敗 

     SM(３年) １回戦快勝，２回戦惜敗  第６位 県大会出場！ 

     SY(３年) 準決勝 惜敗  第３位 県大会出場！ 

    女子個人 

     S(３年) 決勝 快勝  第１位！ 県大会出場！ 

 

種目：陸上 

    男子  

共通４×１００ｍリレー 決勝進出 県大会出場！ 

    女子  

３年１００ｍ O(３年) 準決勝敗退 

２年１００ｍ K(２年) 決勝  第４位 県大会出場！ 

１年１００ｍ S(１年) 準決勝敗退 

       M(１年) 準決勝敗退 

８００ｍ S(２年) 決勝  第１位！ 県大会出場！ 

１年１５００ｍ K(１年)  県大会出場！ 

        S(１年) 決勝 ７位入賞  県大会出場！ 

 

 



４日目 

種目：野球 

    決勝戦 

     対 八木山中 １－０  優勝おめでとう！県大会出場！ 

種目：ソフトテニス 

    女子個人 

     ４回戦 

      T･K(３年) 対 長町中 ３－４ 惜敗  

      K･S(２，３年) 対 八木山中 ２－４ 惜敗 

      K･T(３，２年) 対 中田中 ４－０ 快勝 

     準々決勝 

      K･T(３，２年) 対 長町中 ４－２ 快勝 

     準決勝 

      K･T(３，２年) 対 長町中 ４－２ 快勝 

     決勝 

      K･T(３，２年) 対 柳生中 ０－４ 惜敗  準優勝 県大会出場！ 


