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９月３０日（土）、清々しい秋晴れの下で開

催された市新人大会、西中生の活躍はすばらし

く、中総体の結果を越え、見事に８種目で団体

優勝を勝ちとりました。選手も応援する生徒も

心を一つにして大会に参加し、団体の他にも個

人戦では多くの生徒が入賞し、県大会へ駒を進めました。

結果は、下表の通りでした。

団 体 戦 個 人 戦 (敬称略)

野 球 １回戦 対 岩中 ◯ テニス(男) １位 髙橋 拓紀・平林健太郎(県へ)
優 勝 決 勝 対 玉中 ◯(三地区大会へ) ３位 庄子 八雲・日下部 功
サッカー リーグ戦 対 岩中 ◯ テニス(女) １位 (県へ)

優 勝 リーグ戦 対 北・玉中 ◯(三地区大会へ) ３位 平間 春歩・山田 にこ
ソフト 決 勝 対 岩中 惜敗 バドミントン(シングルス)

バレー(男) 決 勝 対 岩戦 優勝(ブロック大会へ) １位 小笠原華菜佳 (県へ)
バレー(女) リーグ戦 ３勝全勝 優勝(ブロック大会へ) ３位 佐藤 亜美
バドミントンリーグ戦 ２勝１敗 ２位 ３位 栗原 萌花
バスケ(男) １回戦 対 岩中 ◯ 卓球(男) １位 渡邊 陽雄雅 (県へ)
優 勝 決 勝 対 北中 ◯(三地区大会へ) ２位 日野 陸 (県へ)

バスケ(女) リーグ戦 ２敗 惜敗 ３位 髙橋 侑
卓 球(男) リーグ戦 ３戦全勝 優勝 (県へ) 卓球(女) １位 早川 綾乃 (県へ)

卓 球(女) 決 勝 対 岩中 優勝 (県へ) ３位 三浦 瑠菜
剣 道(男) 決 勝 対 岩中 優勝 (県へ) 剣道(２年男) １位 齋藤 樹 (県へ)

※新人大会は、種目により市新人大会で優勝す ３位 神所 大智
るとそのまま県大会へ進む競技と地区の予選 剣道(女) ３位 丹野 蒼唯
会を経て県大会へ出場する競技があります。 柔道 軽量級 ２位 大津 陽人
お忙しい中、たくさんの保護者の皆様に会場へ足を運んでいただき、子どもたちの活躍に大き

な声援と激励を送っていただきました。みなさんの声援が団体８冠というすばらしい活躍につな

がりました。本当に、ありがとうございました。

１０月３日(火)、利府町の「ひとめぼれスタジアム宮城」を会場として開催された県駅伝大会

で岩沼西中学校男子チームは健闘し、３１チーム中１６位という結果でした。中でも、２区走者

の宮﨑さんは見事に区間賞を受賞する活躍をしました。

ご協力やご支援・応援をいただきました保護者のみなさんありがとうございました。

http://www.iwanishichu.iwanuma-ed.jp/


１０月になり、体育祭へ向けての練習・準備

が本格化しています。テーマやポスターも決ま

り、クラス一丸となった取組が見られてきまし

た。体育の授業や放課後の特設時間を利用して

団体種目の練習をしたり、学級の旗を作ったり

しています。

体育祭も一人ひとりが活躍できるチャンスがた 体育祭ポスター＜多目的ホールに展示中＞

くさんあります。『輝け!! 西中生!!』 ※表彰は体育祭で行います。

◯仙台地区英語暗唱･弁論大会 ＜９月１２日＞
暗唱の部 優良賞 山﨑 礼温 さん

弁論の部 優良賞 石澤 結衣 さん

◯富谷市中学生スポーツ競技交流会 ＜９月１６日＞
剣道競技 男子 第３位 齋藤 樹 さん

◯岩沼市長杯総合スポーツ大会 ＜９月１７日＞
中学生男子 １００ｍ 第２位 菊地 恭弘 さん

第３位 鈴木 孝幸 さん

中学生男子 ８００ｍ 第２位 鈴木 孝幸 さん

第３位 菊地 恭弘 さん

中学生女子 ８００ｍ 第２位 庄司 柚羽 さん

第３位 宍戸 琳 さん

中学生女子１５００ｍ 第１位 伊藤 瑠夏 さん

中学生男子３０００ｍ 第１位 宮﨑 柊馬 さん

第２位 天野真之介 さん

中学生男子 走幅跳 第１位 渡邉 汰侍 さん

第３位 有馬 慧 さん

中学生男子４×１００ｍＲ 第１位 菊地 恭弘 さん 鈴木 孝幸 さん

田中 開成 さん 三浦誠太郎 さん

中学生女子４×１００ｍＲ 第２位 伊藤 瑠夏 さん 齋藤 汐音 さん

庄司 柚羽 さん 宍戸 琳 さん

◯岩沼市中学校弁論大会 ＜９月２１日＞
最優秀賞 白石 真衣 さん ※１０月２４日の仙台管内大会に出場します。

優 秀 賞 小野 櫻 さん

◯千葉旗争奪少年剣道大会 ＜９月２３日＞
中学生男子の部 第３位 菅野 翔平 さん

◯岩沼市中学校読書感想文審査会 ＜９月２６日＞
優秀賞 佐藤 昴 さん ・ 松永 充樹 さん ・ 吉住 岳 さん

優良賞 千葉菜々子 さん ・ 長田 悠生 さん ・ 岩泉 里桜 さん

菊地 恭弘 さん ・ 山﨑 礼温 さん


