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仙台市中学校新人大会 結果（１日目）

●陸上競技

男子400ｍ H･M 予選 惜敗

男子200ｍ H･K 決勝進出 第５位 I･R 予選 惜敗

男子１年100ｍ A･T 予選 惜敗 I･H 予選 惜敗

男子２年100ｍ F･H 予選 惜敗 T･A 予選 惜敗

男子800ｍ O･Y 予選 惜敗 Y･H 予選 惜敗

男子1500ｍ K･S 予選 惜敗 M･T 予選 惜敗

男子１年走り幅跳び S･T 予選 惜敗 I･S 予選 惜敗

●野球

１回戦 八木山 ０－１ 富沢 惜敗

●サッカー

１回戦 八木山 ４－０ 人来田 勝利

●ソフトテニス

《男子》

K･K ・ K･N 第１位 県大会出場

K･S ・ H･S ２回戦進出

O･R ・ E･D ３回戦進出

C･Y ・ S･T 第３位 県大会出場

S･R ・ O･S ２回戦進出

S･Z ・ I･Y 第５位

H･R ・ S･R ３回戦進出

《女子》

F･N ・ O･K 第５位 県大会出場

S･A ・ N･A ４回戦進出

H･N ・ N･M ４回戦進出

H･Y ・ I･M ２回戦進出

M･M ・ S･R ２回戦進出

●バドミントン

《男子団体》 １回戦 八木山 ２－１ 郡山 勝利

準決勝 八木山 １－２ 柳生 惜敗

県大会出場決定戦 八木山 １－２ 長町 惜敗 第３位

《女子団体》 １回戦 八木山 １－２ 愛宕 惜敗

●バスケットボール

《女子》 １回戦 八木山 ７４－１９ 柳生 勝利

●バレーボール

予選リーグ 八木山 ２－０ 中田

八木山 ２－０ 袋原

八木山 ２－０ 茂庭台 決勝リーグ進出
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仙台市中学校新人大会 結果（２日目）

●陸上競技

男子４×100ｍリレー H・T・I・F 予選 惜敗

女子２年100ｍ A・N 予選 惜敗

女子１年走り幅跳び K・M 予選 惜敗

女子砲丸投げ N・H 第８位

●サッカー

準決勝 八木山２－０ 富沢 勝利

決勝 八木山１－０ 長町 勝利 第１位

●バドミントン

《男子個人》ダブルス T･T ・ M･R １回戦 惜敗

K･H ・ O･H １回戦 惜敗

シングルス O･H 1回戦 惜敗

S･S 決勝進出 第２位 県大会出場

《女子個人》 ダブルス S･A・S･A 準決勝進出 ベスト８ 県大会出場

C･N・K･Y 準決勝進出 ベスト８ 県大会出場

シングルス S･K ２回戦進出

K･M １回戦 惜敗

●バスケットボール

《男子》準決勝 八木山 ６６－５３ 富沢 勝利

決勝 八木山 ４６－４３ 郡山 惜敗 Cブロック第２位 全市大会出場

《女子》準決勝 八木山 ７０－６０ 富沢 勝利

決勝 八木山 ６２ー５４ 郡山 勝利 Dブロック第１位 全市大会出場

●バレーボール

決勝リーグ 準決勝 八木山 ２－０ 長町 勝利

決勝 八木山 ２－１ 郡山 勝利 第１位 全市大会出場

●卓球

《男子》団体 １回戦 八木山 ３－１ 西多賀 勝利

２回戦 八木山 ０－３ 山田 惜敗

個人 S･H １回戦 惜敗

C･D ２回戦進出

S･R ２回戦進出

S･K ２回戦進出

《女子》団体 １回戦 八木山 ０－３ 秋保 惜敗

個人 O･I １回戦 惜敗

F･K １回戦 惜敗

T･M １回戦 惜敗

D･H ２回戦進出

●新体操

ボール ２年生の部 K･M 第６位

リボン ２年生の部 A･N 第８位

クラブ ２年生の部 S･N 第７位

●剣道

《男子》 団体 １回戦 八木山 ５－０ 中田 勝利

準決勝 八木山 ３－２ 柳生 勝利

決勝 八木山 １－３ 茂庭台 惜敗 第２位

個人 １年個人 K･K １回戦 惜敗

２年個人 Y･N 決勝進出 第２位 県大会出場

K･R 決勝進出 第１位 県大会出場

《女子》 個人 １年個人 T･M １回戦 惜敗


