
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野球部 ◎準優勝！ 

○ １回戦 ５－１ 酒三中 

○ 準決勝 ５－３ 酒一中 

 ○ 決 勝 ０－６ 酒六中 

 

サッカー部 ◎優勝！！ 

○ 予選Ｂリーグ ２位通過 

 １－０酒三中 １－１（PK２－３）酒二中 

 ○ 準決勝 １－１（PK４－２）酒六中 

○ 決 勝 １－１（PK２－１）酒二中 

    ※１１人きっちりの部員で戦いました。 

 

ソフトボール部 

○ 代表決定戦 ５－５０ 酒三中 

※オール１年生で戦いました。 

 

バスケットボール部 

○ 男子 １回戦 ９７－３５ 酒三中 

     ２回戦 ５９－７７ 鳥海八幡中 

シード決定戦 ５５－５６ 酒六中 

○ 女子 １回戦 ４４－４９ 酒三中 

 

バレーボール部  男子 ◎３位 

○ 男子  決勝リーグ 

    ０－２酒一中 ２－０酒六中 ０－２酒三中 

○ 女子  予選リーグ １勝２敗 

    ０－２遊佐中 ０－２酒六中 ２－０酒一中 

決勝トーナメント 

１回戦 ０－２ 酒六中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトテニス部  男子団体 ◎３位 

○ 男子団体 １回戦 ３－０ 酒六中・東部 

       準決勝 １－２ 酒二中 

３位決定戦 ２－０ 遊佐中 

○ 男子個人 ３位 後藤愛翔・広瀬知希 

     ５位 佐藤翔太・斎藤拓也 

     ５位 髙橋昂暉・遠田空輝 

○ 女子団体 １回戦 １－２ 遊佐中 

○ 女子個人  ベスト８ 佐藤海結・佐藤由唯 

 

卓球部  女子団体◎優勝！！ ２連覇！！ 

○ 男子団体  １回戦 ２－３ 酒六中 

        ５位決定戦 ３－２ 遊佐中 

２－３ 酒三中 ６位 

○ 男子Ⅰ部シングルス 

 ３位◎ 阿部凌雅 

 ○ 男子Ⅱ部シングルス 

    １位 小松泰智  ３位 村上一颯 

○ 女子団体  １回戦 ３－０ 酒三中 

        準決勝 ３－０ 遊佐中 

        決 勝 ３－１ 酒二中 

○ 女子Ⅰ部シングルス 

 １位◎ 須田みりあ ２位◎ 池田結愛 

 ３位◎ 塚形音葉  ５位◎ 阿部智咲 

 

 

 

 

 

酒田市立第四中学校  地区新人総体報告    Ｒ３．９．３０発行 

５ ０ 名が北ブロック大会へ､５ 名が県陸上競技選手権へ出場 ！  

団体優勝３ （ 女子卓球「２ 連覇」・サッカー・男子柔道 ） 

 団体準優勝２ （ 野球・男子剣道 ）、 ３ 位３ （ 男子バレー・男子テニス・水泳女子総合 ） 

夏休みに入るとすぐに襲ってきた新型コロナの第５波の影響で、地区新人総体前の練習試合は、全く行えないまま大会

に臨みました。とは言え、大会当日に臨時休業の学校が複数あった場合、大会そのものの中止もあったため、開催できた

ことに感謝するとともに、生徒・指導者・保護者の皆様の感染防止対策へのご協力に心から感謝を申し上げます。 

新人総体は、来年度の全国大会までの道のりのスタートの大会です。それぞれが自校練習の中で課題として取り組んだ

ことを試す大会でした。今まで精神的な支柱だった先輩のいない中でのプレイは緊張の連続だったと思いますが、四中の

生徒は、タイムアップの瞬間まで、粘り強くプレイし、仲間を応援することができました。新人総体で感じた自分たちの

「強み」と「課題」をこれからの練習に活かしていきましょう。県ブロック大会に出場する皆さんは、地区の代表という

意識を強く持ち、新たなステージでベストを尽くす経験をしてきてください。頑張れ、四中！ 

 ◎は、北ブロック大会出場！！              （敬称省略） 
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柔道部  男子団体 ◎優勝！！ 

○ 男子団体 不戦勝◎ 

○ 男子50kg級  ２位◎ 伊藤起一・３位◎ 佐藤瑛太 

 

剣道部  男子団体 ◎準優勝！ 

○ 男子団体 予選Ａリーグ２位通過 

        ０－３東部中 ６－１酒一中 

       決勝トーナメント 

        準決勝 ４－３ 鳥海八幡中 

        決 勝 ０－３ 東部中 

○ 男子個人 ベスト８◎ 佐藤快成 

ベスト１２◎ 本間伊吹 

 ○ 女子個人 ２位◎ 奥山千依 

３位◎ 遠藤昊 

 

陸上部  ◎は、県陸上競技選手権大会出場！！ 

○ 男子種目別 

１年100m ４位◎ 三上陽 

１年２00m ６位 秋葉秀輔 

２年２00ｍ ６位 佐藤龍生 

１年400ｍ ２位 秋葉秀輔・4位 齋藤大輔 

２年400ｍ １位◎ 五十嵐湧生・2位◎ 佐藤龍生 

  ３位 和賀遼 

１年800ｍ ２位 齋藤大輔 

2年800ｍ 2位◎ 佐藤輝（大会新） 

  5位 五十嵐優成 

２年3000ｍ ３位◎ 佐藤輝・5位◎ 五十嵐優成 

共通110mH ４位 和賀遼 

１年走幅跳 ４位 髙橋蓮翔・５位 五十嵐涼 

○ 女子種目別 

１年100m ６位 菅原茉穂 

１年200ｍ ５位 三浦那奈 

１年800m ６位 髙橋冴愛 

２年800ｍ ４位 菅原もね 

１年1500ｍ ６位 髙橋冴愛 

２年1500ｍ ６位 菅原もね 

１年100ｍH ６位 川村優奈 

２年100ｍH ５位 鈴木美羽 

共通4×100ｍリレー ５位 

 菅原茉穂・三浦那奈・鈴木美羽・川村優奈 

 

水泳部  女子総合３位 

※ 入賞多数ですが、北ブロック大会はありません。 

○ 男子種目別 

100ｍバタフライ ３位 阿部哲奬 

400ｍメドレーリレー ３位 

 齋藤侑・佐藤瞬汰・阿部哲奬・阿部湊太 

 ○ 女子種目別 

200ｍ自由形 １位 庄司安那 

400ｍ自由形 1位 庄司安那・２位 佐藤あげは 

800ｍ自由形 1位 佐藤あげは 

100ｍ背泳ぎ ３位 石垣寿里 

200ｍ背泳ぎ ２位 佐藤莉瑚 

200ｍ個人メドレー ３位 山木紗那 

4×100ｍメドレーリレー ２位 

 石垣寿里・佐藤あげは・山木紗那・庄司安那 

バドミントンクラブ 

※ 飽海地区にはバドミントンの中体連専門部がありませ

ん。しかし、酒田市バドミントン協会が「飽海地区中学

生バドミントン新人競技大会」を開催し、県新人大会へ

の出場推薦枠を競う場を設定してくださいました。本校

からも生徒が参加し、以下の結果となりました。県大会

での健闘を祈ります。 

○ 男子シングルス  １位◎ 佐藤陸空 

○ 女子シングルス  ３位◎ 安藤理惟菜 

         ３位 佐藤夢姫 

○ 女子ダブルス   ２位 佐藤夢姫・安藤理惟菜 

 

 

 

 

※ 北ブロック大会は１０月１６日（土）、 

県中学校陸上競技選手権大会は１０月９日（土）

に開催されます。 

 

※ 大会会場  応援よろしくお願いします。 

サッカー：酒田北港緑地グラウンド 

バレーボール：真室川町民体育館 

柔 道：酒田市武道館 

剣 道：最上町立最上中学校 

ソフトテニス：小真木原テニスコート 

卓 球：村山市民体育館 

 バドミントン：新庄市体育館 

 陸 上：天童ＮＤソフトスタジアム（１０月９日（土）） 

 

※ これまでの大会同様、コロナ禍のため、北ブロック

大会や県選手権大会でも、観戦者の入場制限や新型

コロナウイルス感染症防止対策のための様々な取り

組みが求められています。種目毎に対応が異なりま

すので、顧問からの連絡をご確認願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

今後も、酒田四中の部活動へのご

協力をよろしくお願いいたします。 

文化部も運動部もクラブ活動も合わせて酒田

市・酒田四中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 

http://misaki.rdy.jp/illust/child/gakkou/kendou/sozaitext/303.htm

