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今年度は，中総体期間中，時折雨にも見舞われましたが，３日間にわたり仙台市中総体が各会場で

行われ，熱戦が繰り広げられました。中総体前の激励式では各部から力強い決意が表明され，応援委

員を中心に全校で選手にエールを送りました。各部とも，今までの練習成果を十分に発揮し，悔いの

残らない試合を行ってきました。試合結果は以下のとおりです。今後，６月２２日と２３日は市中総

体水泳競技大会，２４日は市中総体特別支援卓球大会が予定されております。

仙台市中総体の結果 個人は入賞および県大会
出場のみ掲載しております。

市中総体各運動部大健闘！女子ソフトテニス３連覇！

郡山中だより

野 球
１回戦
対 中田中 ６－５ 快勝

準決勝

対 長町中 ０－７ 惜敗（第３位）

ソフトボール
対 長町中 １１－１ 快勝

対 柳生中 ７－６ 快勝

対 西多賀中 １５－４ 快勝

対 富沢中 １－１５ 惜敗（準優勝）

サッカー
対 中田中 １－０ 快勝
準決勝
対 富沢中 ２－１ 快勝

決勝

対 八木山中 ０－５ 惜敗（準優勝）

（県出場）
男子ソフトテニス
団体１回戦
対 富沢中 ３－０ 快勝

団体２回戦
対 中田中 ０－３ 惜敗

個人１ペア 第３位 (県出場）
女子ソフトテニス
団体２回戦
対 人来田中 ２－１ 快勝
準決勝
対柳生中 ２－１ 快勝
決勝
対長町中 ２－０ 優勝
（県大会出場：団体優勝３連覇）

女子ソフトテニス
個人２ペア 優勝・第３位(県出場）

男子陸上
走幅跳び 第４位 （県出場）
１年１００Ｍ 第２位・第１１位（県出場）
低学年リレー 第９位（県出場）

女子陸上 団体総合 第３位
２年１００Ｍ 第５位（県出場）
２００Ｍ 第１２位（県出場）
走高跳び 第５位（県出場）
８００Ｍ 第３位（県出場）
３年１００Ｍ 第６位（県出場）
２・３年１５００Ｍ 優勝（県出場）
１００Ｍハードル 第７位（県出場）
低学年リレー 第７位（県出場）
共通リレー 第３位（県出場）

男子剣道
団体 予選リーグ
対 長町中 １－０ 快勝
対 中田中 ０－４ 惜敗
対 柳生中 ０－３ 惜敗
１勝２敗 予選リーグ惜敗

女子剣道
団体 予選リーグ
対 富沢中 ２－０ 快勝
対 柳生中 ２－１ 快勝
対 中田中 ０－４ 惜敗 予選２位
決勝トーナメント１回戦
対 八木山中 ０－３ 惜敗

県大会第３代表決定戦 対 袋原中 ３－１快勝
（第３位 県出場）
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男子バスケ
２回戦 対 人来田中 １０６－１４ 快勝
準決勝 対 長町中 ４６－５０ 惜敗

（第３位）
女子バスケ
１回戦 対 西多賀中 ５５－３６ 快勝
２回戦 対 八木山中 １９－５０ 惜敗

女子バレー
予選リーグ
対 山田中 ２－０ 快勝
対 長町中 ０－２ 惜敗
対 秋保中 ２－０ 快勝
決勝トーナメント
１回戦 対 中田中 ２－０ 快勝
準決勝 対 富沢中 ０－２ 惜敗

（第３位）
男子バドミントン
団体１回戦
対 富沢中 １－２ 惜敗
個人戦：ダブルス・シングルス共に

第３位：県出場
女子バドミントン
団体 ２回戦 対袋原中 ２－０ 快勝
準決勝 対富沢中 １－２ 惜敗

（第３位）（県出場）

バドミントン：個人戦
ダブルス 第２位・第５位（県出場）
シングルス 第３位・第５位（県出場）

男子卓球
団体 予選リーグ戦
対 柳生中 １－３ 惜敗
対 中田中 ０－３ 惜敗
個人：３名３回戦：惜敗

女子卓球
団体予選リーグ戦
対 秋保中 ３－０ 快勝
対 長町中 ３－２ 快勝
決勝トーナメント
準決勝
対柳生中 ２－３ 惜敗 （第３位）
個人 第５位入賞 (県出場)

柔道 （個人戦：結果）
男子５０ｋｇ級 ２回戦惜敗
男子５５ｋｇ級 １回戦惜敗

新体操
個人総合 第７位(県出場)：１年
フープ 第７位入賞
ボール 第７位入賞

(応援委員を中心に全校応援） （各部からの力強い決意表明） (教職員から選手へ激励エール)

＊６月８日に行われた中総体壮行式では,応援委員を中心とした全校応援で,各種目に出場する選手諸

君を生徒全員で激励しました。各部等から,中総体に対する意気込みも発表されました。中総体当日は,

多くの保護者の皆様のご声援,本当にありがとうございました。

７月の行事予定
３日(月) 地区集会(５校時：事前指導) １４日(金) 防犯・子どもを守ろうデー

避難訓練（集団下校） １９日(水) 交通安全教室（６校時）

５日(水) 合唱リハ－サル ２０日(木) 全校集会・県大会激励式

７日(金) 職員会議・部活中止 ２１日(金) 夏季休業（7/21～8/24）

１０日(月) ６校時：校舎愛護デー ２２日(土) 県中総体～２６日まで

１３日(木) 校内合唱コンクール ２７日(木) 全校三者面談:８月上旬まで

（お詫びと訂正）

先月発行しました第３号の学校だよりで，修学旅行や農業宿泊体験学習の活動内容を紹介した中に，

特に大きな事故や事件がなく無事終了したという趣旨で報告させていただきました。しかしながら修

学旅行中では，活動中不注意な行動によって他人にけがをさせる事故等が発生しました。また，農業

宿泊体験学習でも，体調不良にて途中の活動が中止になった生徒もおりました。保護者の方々には不

適切な表現を用いましたことに，お詫び申し上げます。なお，関係する保護者の方々には，配慮に欠

ける内容だったことを重ねてお詫び申し上げます。今後とも学校だより等におきまして何かございま

したら，ご遠慮なくご意見，ご要望等をいただけますよう，よろしくお願い申し上げます。


