
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野球部  

○ １回戦 ３－１ 酒一中 

○ 準決勝 ５－７ 酒三中（４回以降毎回得点 

を重ねましたが、初回の５点が響きました。残念。） 

 

サッカー部  

○ 予選Ｂトーナメント  １－２ 酒六中 

敗者復活戦  ２－１ 酒三中 

Ｂ２位決定戦  ０－２ 酒二中  

※ 最後まで戦い抜きましたが決勝トーナメントに

は進めませんでした。 

 

ソフトボール部  女子 ◎準優勝！ 

○ ３チームのリーグ戦 

１１－８ 酒三中 

５－１４ 遊佐中（５回コールド） 

※ ２年生３名の協力があり大会参加。１勝すること

ができました。ありがとうございました！！ 

 

バスケットボール部  女子 ◎準優勝！ 

○ 男子 １回戦 ４４－４２ 酒二中 

（第４クオーターで再逆転して适げ切りました。） 

   準決勝 ３９－９５ 酒六中 

３位決定戦 ４８－４６ 酒三中  ３位 

 

○ 女子 １回戦 ４７－４５ 東部中 

      準決勝  ４１－３０ 遊佐中 

      決 勝  ５２－６３ 酒三中 

 

陸上部  ◎は、県陸上競技選手権大会出場！！ 

○ 男子種目別 

１年100m：３位◎ 五十嵐湧生・４位 佐藤龍生 

５位 菅原泰輝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 北ブロック大会は１０月１７日（土）、県中学校陸

上競技選手権大会は、10 月１０日（土）に開催さ

れます。 

陸上部 

１年２00m：２位 五十嵐湧生 

１年８00ｍ：１位◎ 佐藤 輝・２位 成澤琥良 

       ４位 五十嵐優成 

２年400ｍ：１位◎ 吉泉 空 

２年800ｍ：６位 山木麻宏 

１年3000ｍ：１位◎ 佐藤 輝・４位 成澤琥良 

        ６位 五十嵐優成 

１年走幅跳：２位 佐藤龍生 

２年走幅跳：３位（◎） 吉泉 空 

１年砲丸投：６位 菅原泰輝 

共通400mR：３位 

  菅原泰輝・吉泉 空・佐藤龍生・五十嵐湧生 

 

○ 女子種目別 

２年100m：２位◎ 齋藤悠奈 

１年100mＨ：６位 鈴木美羽 

２年100ｍＨ：２位 今井咲希 

２年800m：４位 泉屋凜珠・５位園部芽彩 

２年1500ｍ：３位 泉屋凜珠 

２年走幅跳：４位 今井咲希 

２年砲丸投：１位◎ 齋藤悠奈 

 

トピックス 

全日本中学生通信陸上山形県大会が８月９日にＮＤソフト

スタジアム山形で開催されました。 ３年：白畑健太郎さんは、

全国標準記録を見事に突破し、１位入賞。全国ランキングでも

９位でした。１０月 16～18 日に横浜日産スタジアムで開

催される全国大会へ出場することになりました。 

素晴らしい記録、おめでとうございます。 

 

酒田市立第四中学校  地区新人総体報告    Ｒ２．１０．２発行 

６ ９ 名が北ブロック大会へ出場！ ！  ４ 名が県陸上競技選手権へ出場!! 

団体優勝 ４ （ 男子卓球・女子卓球・男子ソフトテニス・女子剣道 ） 

壮行式はコロナ禍のため、放送で行いました。各部の新人部長さんの意気込みや３年生部長さんからの激励の言葉に、各

教室からは大きな拍手が送られました。また、応援委員長の渡部堅心さんと執行部のみなさんのエールを受けて、「フレー

フレー四中」の声が各教室に響きました。四中愛を胸に刻んで挑んだ地区新人総体。素晴らしい結果となりました。 

６９名が北ブロック大会に、４名が県陸上競技選手権大会に出場することとなりました（１・２年生全体の２５．３％で

す）。がんばりました！！各部の選手たちは闘志溢れる戦いを繰り広げました。勝敗に関わらず、どの選手も最後まで粘り

強く、その持てる力を出し尽くしました。チーム四中の力の高さを示してくれました。 

今後、北ブロック大会や県選手権大会に出場する四中生の頑張りに応援をよろしくお願いいたします。 

    



 

ソフトテニス部  男子団体◎優勝！！ 

○ 男子団体  予選トーナメント１位 

    ２－１ 酒一中 

  決勝トーナメント１回戦 ２－１ 酒三中 

      決勝 ２－０ 酒二中 

○ 男子個人  ５位 佐藤晴琉・入澤大翔 

      ５位 後藤和弥・小畑 想 

○ 女子団体  予選リーグ３位通過 

０－３酒一中 １－２東部中 ２－１鳥海八幡中 

  決勝トーナメント１回戦 １－２ 遊佐中 

○ 女子個人  入賞なし 

 

卓球部  男子団体◎優勝！！ ４連覇！ 

         女子団体◎優勝！！ 

○ 男子団体リーグ  ７勝０敗 

 ３－０遊佐中 ３－１鳥海八幡中 ３－０東部中 

３－０酒三中 ３－０酒六中 ３－０酒二中 ３－１酒一中 

○ 男子Ⅰ部シングルス 

 １位◎ 梅木大智・３位◎ 阿部凌雅 

ベスト８◎ 佐藤 蓮・◎ 高橋暖人・◎ 榎本恋侍 

 

○ 女子団体リーグ  ７勝０敗 

３－０酒二中 ３－０酒六中 ３－０鳥海八幡中 

３－０東部中 ３－０酒三中 ３－０遊佐中 ３－０酒一中 

○ 女子Ⅰ部シングルス 

 １位◎ 原菜々夏・２位◎ 榎本萌亜 

 ３位◎ 山木杏奈・◎ 須田みりあ 

ベスト８◎ 塚形音葉 

○ 女子Ⅱ部シングルス  １位 庄司 礼 

 

バレーボール部  男子 ◎準優勝！ 

○ 男子  決勝リーグ 

    ２ (２５-１６・１８-２５・２５-２３) １ 酒一中 

     ２ (２５-１０・２５-１９) ０ 酒六中 

     １ (２０-２５・２５-１９・２１-２５) ２ 酒三中 

 

○ 女子  予選リーグ３位通過 

    １ (１７-２５・２７-２５・１４-２５) ２ 遊佐中 

     １ (２７-２５・２２-２５・１４-２５) ２ 酒三中 

決勝トーナメント 

１回戦 ０ (１０-２５・１９-２５) ２ 酒六中 敗退 

  

柔道部  女子団体 ◎準優勝！ 

○ 男子個人 50kg級 １位◎ 丸山永遠（１本勝ち） 

81kg級 １位◎ 齋藤忠信（対戦なし） 

 

○ 女子団体  ２位  ０－２ 酒六中（２敗１分） 

○ 女子個人 52kg級 １位◎ 佐藤玲那（対戦なし） 

63kg級 １位◎ 五十嵐杏里（対戦なし） 

 

剣道部 女子団体◎優勝！！男子団体◎３位 

○ 男子団体リーグ   １勝２敗  ３位 

２－３ 鳥海八幡中  １－３ 酒一中 

３－０ 酒三中  

 

 

○ 男子個人  １位◎ 薮田脩也・２位◎ 本間伊吹 

ベスト12◎ 土門律夢 

○ 女子団体   ４－０ 東部中  優勝！ 

○ 女子個人  ベスト８◎ 遠藤 昊・◎ 今井美羽 

◎ 奥山千依・◎ 尾崎綾乃 

ベスト12◎ 佐藤美織 

 

水泳部  男子総合 準優勝！ 

※ 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平泳ぎ：１位 佐藤 翔 

200ｍ平泳ぎ：１位 佐藤 翔 

400ｍ個人メドレー：１位 佐藤正宗 

100ｍ背泳ぎ：３位 佐藤正宗 

4×100ｍフリーリレー：２位 

  佐藤正宗・佐藤巧瑛・阿部湊太・佐藤 翔 

4×100ｍメドレーリレー：３位 

  佐藤巧瑛・佐藤 翔・佐藤正宗・佐藤瞬汰 

 

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

定していただいたものです。本校からも多くの生

徒が参加し、以下の結果となりました。がんばり

ましたね。県大会での健闘を祈ります。 

○ ◎女子団体  出場枠１を獲得し、県大会出場します。 

○ 男子シングルス  ２位 佐藤優空 

○ 男子ダブルス   １位◎ 佐藤優空・髙橋匠太 

○ 女子シングルス  ２位◎ 菅原芽来 

○ 女子ダブルス   ２位 菅原芽来・榎本明莉 

 

 

大会会場  応援よろしくお願いします。 

卓 球：鶴岡市藤島体育館 

 ソフトテニス：真室川町民テニスコート 

 バスケットボール：真室川町民体育館 

 バレーボール：酒田市国体記念体育館 

 柔 道：酒田市武道館 

 剣 道：櫛引スポーツセンター 

バドミントン：山形市総合スポーツセンター 

 陸 上：あかねヶ丘陸上競技場（１０月１０日（土）開催） 

※ コロナ禍のため、北ブロック大会や県選手権大

会では、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。 

 

 文化部も運動部もクラブ等も合わせて酒田四中部活動 

ガイドラインを守って取り組んでいきましょう。 

※ 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… 

 Ｗe Ｌove 四中！！ 


