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今年度は中総体期間中，前半は好天にも恵まれ，まさにスポーツの祭典にふさわしい天候でした。

後半は雨にも見舞われましたが，３日間（一部順延で４日）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。今年は，例年以上に３年生を中心とした応援練習が盛り上がり，大きな

声で精一杯応援練習をしてきました。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２１日と２２日は市中総

体水泳競技大会，２３日は市中総体特別支援卓球大会が予定されております。

(吹奏楽部を中心とした一般応援生徒練習・激励式前に応援委員を中心とした全校応援練習の様子)

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！祝 男子バスケット優勝！

郡山中だより

野 球
１回戦
対 西多賀中 １０－１ 快勝

２回戦

対 袋原中 ２－９ 惜敗

ソフトボール （５チーム総当たり）

対 長町中 ５－３ 快勝

対 富沢中 ７－１１ 惜敗

対 西多賀中 １０－０ 快勝

対 柳生中 ６－１３ 惜敗

（第３位：県出場ならず）

サッカー
２回戦
対 西多賀中 ５－０ 快勝

準決勝
対 中田中 ２－２ 惜敗

（ＰＫ２－４）

（第３位：県出場ならず）

男子ソフトテニス
団体２回戦
対 茂庭台中 ３－０ 快勝

準決勝
対 長町中 ２－０ 快勝

決勝

対 八木山中 １－２ 惜敗
準優勝（県出場）

個人戦 準優勝・第５位
２ペア（県出場）

女子ソフトテニス
団体２回戦
対 袋原中 ３－０ 快勝

準決勝
対長町中 ２－０ 快勝

決勝
対柳生中 １－２ 惜敗

準優勝（県出場）
個人戦 第３位（２ペア）(県出場）

第５位（１ペア) (県出場）
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男子陸上
４種競技 第４位（県出場）
２年１００Ｍ 優勝・第３位（県出場）
低学年リレー 第７位（県出場）

女子陸上
１００Ｍ 第６位（県出場）
２００Ｍ 第７位（県出場）
８００Ｍ （県出場）
１年１５００Ｍ 第３位（県出場）
４×１００ｍリレー 第６位（県出場）

男子剣道
団体 予選リーグ
対 八木山中 １－３ 惜敗
対 富沢中 １－１ 本数敗
対 柳生中 ０－３ 惜敗
予選リーグ惜敗

個人戦：２回戦惜敗
女子剣道
団体 予選リーグ
対 八木山中 ４－１ 快勝
対 生出中 ４－１ 快勝
対 柳生中 ３－２ 快勝

決勝トーナメント：準決勝
対 富沢中 ３－１ 快勝

決勝
対 八木山中 ２－３ 惜敗

準優勝（県出場）
個人戦

第３位（県出場）
男子バスケ
２回戦 対 袋原中 １０７－３１ 快勝
準決勝 対 富沢中 ９０－５４ 快勝
決勝 対 中田中 ６０－５６ 快勝

（優勝！おめでとう 県出場）
女子バスケ
１回戦 対 西多賀中 ４４－４３ 快勝
２回戦 対 中田中 ４１－８３ 惜敗

（第３位：県出場ならず）
女子バレー
予選リーグ
対 中田中 １－２ 惜敗
対 柳生中 ２－０ 快勝
対 秋保中 ２－０ 快勝

決勝トーナメント
２回戦 対 茂庭台中 ２－０ 快勝
準決勝 対 長町中 １－２ 惜敗

（第３位：県出場ならず）
男子バドミントン
団体１回戦
対 長町中 ２－０ 快勝

団体２回戦
対 八木山中 １－２ 惜敗

県大会代表決定戦
対 柳生中 ０－２ 惜敗

（第３位：県出場ならず）
個人戦：シングルス１名 （県出場）
女子バドミントン
団体２回戦
対 山田中 ２－０ 快勝

準決勝
対 富沢中 １－２ 惜敗

第３位 （県出場）
個人戦
シングルス 準優勝 （県出場）
ダブルス ベスト８（県出場）

男子卓球
団体 予選リーグ
対 長町中 ３－２ 快勝
対 富沢中 ２－３ 惜敗
対 八木山中 １－３ 惜敗

個人戦 ２回戦にて惜敗
女子卓球
団体 予選リーグ
対 西多賀中 ３－０ 快勝
対 秋保中 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：県出場ならず）
個人戦 準優勝 (県出場)
柔道
団体 １勝２敗 予選リーグ敗退
個人
男子９０ｋｇ超級
（優勝！おめでとう 県出場）

新体操
個人総合 第５位(県出場)
フープ 第４位入賞
ボール 第４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） (応援委員から激励エール)

＊中総体激励式では,応援委員を中心とした力強い全校応援で,各種目に出場する選手諸君を生徒全員

で激励しました。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。


