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県総体・東北大会等報告
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県中総体 卓球男女団体 準優勝！ 男子個人準優勝！
陸上 共通男子４ ０ ０ Ｍ 優勝！
東北大会 卓球個人 梅木大智さん優勝！ 全国大会へ
音楽部
NHK 全国学校音楽コンクール県大会 金賞！ 東北大会へ
県総体・ＮＨＫ音楽コンクール壮行式では応援委員の熱いエールを受け、地区代表としての決意を胸に秘め各種大会に
臨んできました。２年ぶりの県中総体は、猛暑の中でしたが、勝敗に関わらず、どの選手も最後まで粘り強く、全力で戦
い抜きました。選手の皆さんに心から拍手を送ります。音楽部もコロナ禍で、マスクをしての練習などの制限がありまし
たが、コンクール当日見事なハーモニーを響かせました。頑張りました！
また、同じく２年ぶりになる８月開催の東北大会でも精一杯の戦いぶりでした。特に、卓球男子個人は、令和元年度に
続く東北大会 2 回連続優勝となります。素晴らしい。
この夏休み中、その他にも部活動の大会が様々行われましたが、練習の成果を発揮できる場があることに感謝しなが
ら、もてる力を最大限に発揮できました。コーチ並びに保護者、地域の皆様の日ごろからのご支援、ご協力に心より感謝
申し上げます。
◎は、東北大会等出場

県中総体の結果
卓球部
男女団体 ◎準優勝！！
○ 男子団体（榎本、佐藤蓮、梅木、佐藤慎、阿曽、
佐藤澪、高橋、阿部）
１回戦 ３－１ 東根一中
２回戦 ３－１ 飯豊中
準決勝 ３－１ 鶴岡ニ中
決 勝 ２－３ 鶴岡三中
○ 男子シングルス ２位◎梅木大智
高橋暖人 ３回戦進出
阿部凌雅 ３回戦進出
○ 女子団体（原、榎本、阿部、山木、塚形、須田、
庄司、池田）
１回戦 ３－１ 楯岡中
２回戦 ３－０ 山形十中
準決勝 ３－０ 天童三中
決 勝 ２－３ 余目中
○ 女子シングルス
原菜々夏◎ベスト８
榎本萌亜◎ベスト８
山木杏奈 ベスト１６ 池田結愛 ベスト１６
須田みりあ ３回戦進出

（敬称省略）
陸上部
○ 男子種目別
吉泉空 共通４00m：１位◎・共通 200m 出場
五十嵐湧生 共通 400m 出場
佐藤輝 2・3 年 1500m・共通 3000m 出場
○ 女子種目別
齋藤悠奈 ３年 100m・共通 200m 出場
今井咲希 共通四種競技出場
柔道部
○ 男子個人 81kg 級 齋藤忠信 １回戦惜敗
○ 女子個人 52kg 級 佐藤玲那 ベスト８
63kg 級 五十嵐杏里 １回戦惜敗
剣道部
○ 男子団体
予選リーグ ０勝３敗
（佐藤善、佐藤琉、本間、渡曾、薮田）
余目中、河北中、長井南中と対戦
○ 女子団体
予選リーグ １勝１敗１分
（奥山、佐藤、遠藤、尾崎、今井）
山大附中、上山北中、陵南中と対戦
○ 男子個人
薮田脩也 ベスト１６
本間伊吹 ２回戦進出
○ 女子個人
今井美羽 ベスト１６
遠藤昊 ２回戦進出
奥山千依 １回戦惜敗

水泳部
○ 男子種目別
佐藤正宗 400ｍ個人メドレー６位
400ｍフリーリレー６位
（佐藤正・渋谷・佐藤巧・佐藤翔）
○ 女子種目別
庄司安那 200m 自由形５位・400m 自由形７位
佐藤あげは 800m 自由形８位
サッカー
○ 1 回戦 ０－２ 真室川中 惜敗
バドミントン
○ 男子団体
1 回戦 ０－２ 高畠中 惜敗
○ 男子ダブルス
佐藤優空・髙橋匠太 組 1 回戦惜敗
吹奏楽部
○ 全日本吹奏楽コンクール飽海地区大会 7/18(日)
バレエ音楽「魔法の鍋」より
コサックの踊り、アルメニアの歌、誘惑の踊り、
タタール人の弓術師の踊り
結果 … 優良賞
音楽部
○ ＮＨＫ全国学校音楽コンクール山形県大会
課題曲：
「足跡」
8/12(木)
自由曲：
「生きる理由」
結果 … 金賞（１位）◎ 東北大会出場！！
※ ９／18（土）宮城県名取市にて東北大会
○ 全日本合唱コンクール
山形県大会 8/22(日)
自由曲：
「生きる理由」
「あなたの言葉
になりたい」の
２曲を発表しま
した。
結果 … 銀賞

東北大会の結果
卓球部 ８／6～8 青森県八戸市体育館
○ 男子団体
予選リーグ敗退
（榎本、佐藤蓮、梅木、佐藤慎、阿曽、佐藤澪、高橋、
阿部）
３－１秋田西中（秋田） ２－３赤井中（福島）
※ 優勝は赤井中。悔しい敗退です。
○ 女子団体
予選リーグ敗退
（原、榎本、阿部、山木、塚形、須田、庄司、池田）
３－２二本松二中（福島） １－３青森西中（青森）
○ 男子個人 梅木大智 １位◎ 全国大会出場！！
○ 女子個人 原菜々夏 1 回戦惜敗
榎本萌亜 2 回戦進出

陸上部 ８／8 秋田県秋田県営陸上競技場
○ 男子種目別
吉泉空 共通４00m：４位

全国大会の結果
卓球部 ８／23～26 栃木県総合運動公園東エリア
○ 男子個人 梅木大智 2 回戦 惜敗
※ １－３大阪上宮学園：西山と対戦

その他の大会結果
野球部
○ 全日本少年軟式野球大会山形県予選会 優勝！
1 回戦 ４－３ 山形セントラル BBC
準決勝 ６－１ 米沢第二クラブ
決 勝 ７－５ 酒田一中
○ 全日本少年軟式野球大会東北Ａブロック予選会
1 回戦 ２－３ 仙台長町中 惜敗
※ 8/14～16 に茨城県水戸市で開催される東日
本少年軟式野球大会に出場予定でしたが、このコ
ロナ禍で残念ながら中止となってしまいました。
○ 新田カップ庄内中学校野球選手権大会 優勝！
1 回戦 ５－１ 鶴岡ニ中
２回戦 ９－０ 三川中・
藤島中
準決勝 ９－１ 酒田六中
決 勝 ８－６ 酒田一中

文化部も運動部もクラブ活動も合わせて酒田市の
部活動ガイドラインを守って取り組む酒田四中でい
きましょう。
※ 確認 … 平日の１日は休む・活動は２時間。
土日の１日は休む・活動は３時間。
土日に連続で活動したときは、別の土
日を続けて休む。他

飽海地区新人総合体育大
会が９月１８日(土)・１９日
(日)に予定されています。こ
のコロナ禍で、大会当日複
数校が臨時休校をしている
場合は中止となります。そ
の際、県新人大会への代表
選考会を翌週の２５日(土)・
２６日(日)に行う種目もあ
ります。引き続き、新型コロ
ナウイルスの感染対策をお
願いいたします。

東北大会の個人戦優勝は本校卒業熊谷先輩(R1)
に続く、飽海地区で２人目の快挙です。

