
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北ブロック大会結果（10月 16日開催） 
サッカー部 

○ １回戦 １－１（PK４－５） 鶴岡二中 

 

バレーボール部 

○ 男子  １回戦 ０－２ 鶴岡一中 

 

ソフトテニス部  男子団体 ◎準優勝 

○ 男子団体 １回戦 ２－０ 鶴岡五中 

       2回戦 ２－０ 日新中 

準決勝 ２－１ 酒田一中 

決 勝 ０－２ 余目中 

 

卓球部  女子団体◎３位 

○ 女子団体 １回戦 ３－０ 東根一中 

       準決勝 １－３ 余目中 

       3位決定戦 ３－０ 酒田二中 

○ 男子個人 ３位◎ 阿部凌雅 

 ○ 女子個人 ベスト８◎ 須田みりあ 

        ベスト８◎ 池田結愛 

        ベスト１６ 塚形音葉 

        ２回戦敗退 阿部智咲 

 

柔道部 

○ 男子団体 １回戦 ２－３ 鶴岡四中 

          ※代表決定戦で敗退 

○ 男子50kg級  １回戦敗退 伊藤起一・佐藤瑛太 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                （敬称省略）  

 

剣道部  男子団体 ◎３位 

○ 男子団体 予選リーグ 

        ５－１ 神町中  ４－０ 羽黒中 

    決勝トーナメント 

１回戦 ９－０ 三川中 

        準決勝 １－２ 鳥海八幡中 

○ 男子個人 ベスト８◎ 本間伊吹 

 ○ 女子個人 ベスト８◎ 奥山千依 

ベスト１６◎ 遠藤昊 

 

 

山形県中学校陸上競技選手権大会結果 

陸上競技部        （10月 9日開催） 

○ 男子種目別 

１年100m  出場 三上陽 

２年400ｍ  出場 五十嵐湧生 

出場 佐藤龍生 

   ２年800ｍ  ２位 佐藤輝 

   ２年3000ｍ 出場 佐藤輝 

    出場 五十嵐優成 

 

 

 

酒田市立第四中学校 北ブロック・南北決勝大会等報告 Ｒ４.１.１２発行 

２５名が南北決勝大会へ出場 ！！ 
北ブロック大会 団体準優勝   男子ソフトテニス 

          団体 ３位   男子剣道・女子卓球 

12月26日開催の全日本アンサンブルコンテスト地区大会の終了を受けて、県新人大会以降の大会やコンクールの結果

をご報告いたします。新人チームになってから、コロナ禍により、練習試合や演奏会などでチームや個人の上達度・課題の

達成度を試すことが難しい活動が続きました。そんな中ですが、集中を切らさず、今できることに精一杯取組む生徒の姿に

いつも元気をもらっています。運動部は、３年生の先輩から受け継いだ決して諦めない、自分に負けない気持ちをもち続け、

集中して練習に取り組んでいます。文化部も運動部と同様、マスクをつけての歌唱や密に注意しながらの楽器の演奏という

厳しい練習です。何をするにしても我慢と工夫を求められますが、力を合わせて取り組んでいます。 

また、これまでの文化面での表彰なども記載しました。授業や委員会・学級の活動などに前向きに取り組んでいる結果で

す。多方面にわたる生徒の活躍を嬉しく思います。 

コロナのオミクロン株の感染拡大が心配されるところですが、今後も、感染対策を行いながら各種活動に取り組んでまい

ります。四中生の頑張りに応援をよろしくお願いいたします。 

◎は、南北決勝大会出場！！ 

http://misaki.rdy.jp/illust/child/gakkou/kendou/sozaitext/303.htm
https://4.bp.blogspot.com/-6CIdE6qI-Qo/VlAZc3z0DMI/AAAAAAAA06s/OH4uVJZe0ck/s800/tennis_coach.png
https://1.bp.blogspot.com/-c2gQ_4aHPvc/V9pp3kUvLeI/AAAAAAAA9y8/KOEbchib9hkvx6OPvopSF31VddZhGLWUgCLcB/s800/sports_takkyu_women.png


南北決勝大会結果 
卓球部（１１月６日開催：河北町民体育館） 

 女子団体３位 

○ 女子団体 １回戦 ３－１ 高畠中 

       準決勝 ２－３ 鶴三中 

3位決定戦 ２－３ 河北中 

○ 男子個人 ３位 阿部凌雅 

○ 女子個人 ベスト８ 須田みりあ 

       1回戦敗退 池田結愛 

 

ソフトテニス部（１１月６日開催：河北町民体育館） 

○ 男子団体 １回戦 １－２ 中山中 

 

剣道部（１１月２０日開催：中山町総合体育館） 

○ 男子団体 予選リーグ敗退 

        １－４ 長井南中 

  ０－６ 藤島中 

        ０－３ 山五中 

○ 男子個人 1回戦敗退 本間伊吹 

○ 女子個人 ベスト１６ 奥山千依 

ベスト１６ 遠藤昊 

 

バドミントンクラブ（１０月１６日開催：新庄市体育館） 

○ 男子シングルス  １回戦敗退 佐藤陸空 

○ 女子シングルス  １回戦敗退 安藤理惟菜 

※ 中体連の大会です 

 

ＮＨＫ合唱コンクール東北大会 

音楽部         （９月１８日開催） 

○ 宮城県名取市にて開催予定でしたが、コロナ禍により 

 事前録画によるＶＴＲ審査となりました。聴衆の前で発

表できなことは大変残念でした。 

  結果は、奨励賞をいただきました。 

 

全日本アンサンブルコンテスト地区大会 

吹奏楽部        （12月26日開催） 
○ 金賞 管打楽器八重奏 「彩吹～Ｉｂｕｋｉ～」 

   ※金賞でしたが惜しくも県大会出場は逃しました。 

○ 銅賞 木管四重奏 「潮彩」 

 

文化面でも表彰！！ 

飽海地区少年の主張大会（９月７日） 

優良賞 ３年 柳原愛海 「私は逃げない」 

 ※ 庄内ブロック大会に出場しました。 

 

飽海地区英語弁論大会（９月１４日） 

１位 ３年 佐藤春花 「Miss Evans on the Titanic」 

※ 県大会に出場しました。 

 

こども県展 

入選 ２年 高橋舞 「海月（くらげ）」 

 

飽海地区読書感想文コンクール 

特選 １年 今津七海 「時間の大切さ」 

   ２年 阿部夏鈴 「幸せのヒント」 

   ２年 梅木蒼波 「自分もランナーの一人」 

 

山形県小中学校新聞コンクール 

入選 ＰＴＡ広報「雄飛」 

石田雄賞 新聞委員会「酒田四中新聞」 

毎日新聞社賞 ２年３組学級新聞「なかま」 

新研会長賞 給食委員会「給食委員会だより」 

  

酒田・遊佐地区新聞コンクール 

特選 ２年３組学級新聞「なかま」 

 

酒田市税の標語コンクール 

入選 ２年 佐藤匠朗 

     「明るい未来を望む 願いを込めてこの納税」 

 

防犯広報作品コンクール（防犯標語） 

入選 ３年 今井美羽 

     「『鍵かけた？』家族で確認 つながる笑顔」 

   ２年 伊勢海咲  

「『少しだけ』軽い気持ちが 落し穴」 

 

 

お知らせ 「歳末助け合い募金」 

 ○ 歳末助け合い募金へのご協力ありがとうございました。 

  全校生徒、保護者の皆様からご協力いただいた募金は、

社会福祉（新たな年を迎える時期に支援を必要としてい

る人々が安心して暮らすことができるように）に役立て

ていただこうと、山新放送愛の事業団に寄託しました。 

   募金総額は、３０，７８１円でした。ご協力ありがと

うございました。 

 

 

「教育後援会」から毎年ユニフォーム等のご支援を

いただいております。心から感謝申し上げます。昨年度は野

球部と吹奏楽部、今年度は、ソフトボール部と陸上競技部、

来年度は、柔道部、駅伝女子、吹奏楽部の予定です。ユニフ

ォームを新調したり、楽器を購入したりと生徒の活動を大き

く支え、元気づけていただいております。ありがとうござい

ます。 

 

 

 

 

今後も、酒田四中の部活動などの教育活動への 

ご協力をよろしくお願いいたします。 
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