
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北ブロック大会結果（１０月１９日開催） 

 

バスケットボール部   Aブロック２位 

○ 女子 １回戦  ６５－４１ 萩野学園 

   ２回戦  ２６－８０ 鶴岡五中  惜敗 

※ 冬場の各種大会が開催されることを祈りながら、

春に向けた備えを重ねよう。 

 

卓球部  女子団体 ◎優勝！！ 

         男子団体  ◎準優勝！ 

○ 男子団体  ２回戦 ３－１ 鶴岡二中 

     準決勝 ３－１ 鶴岡一中 

     決 勝 ０－３ 鶴岡三中 

○ 男子シングルス 

 ２位◎ 梅木大智 ベスト８◎高橋暖人 

 ２回戦惜敗 阿部凌雅・榎本恋侍 

 １回戦惜敗 佐藤 蓮 

○ 女子団体  ２回戦 ３－１ 鶴岡一中 

      準決勝 ３－０ 櫛引中 

      決 勝 ３－２ 余目中 

○ 女子シングルス 

 ３位◎ 榎本萌亜 

 ベスト８◎ 原菜々夏・塚形音葉 

 ２回戦惜敗 山木杏奈・須田みりあ 

 

バレーボール部 男子◎優勝!! 

○ 男子 

１回戦 ２ (25-１9・23 ｰ25・25-21) １ 神町中 

   準決勝 ２ (25-１7・25-14) ０ 酒一中 

   決 勝 ２ (25-17・25-22) ０ 鶴岡三中 

 

柔道部   

○ 男子個人 50kg級 ３位◎ 丸山永遠 

     81㎏級 ３位◎ 齋藤忠信 

○ 女子個人 52㎏級 ３位◎ 佐藤玲那 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトテニス部  

○ 男子団体  予選リーグ２位 

２－１ 萩野学園  ０－３ 鶴岡三中 

 

剣道部  女子団体 ◎３位 

○ 男子団体  予選リーグ２位通過 

２－２（勝本数５－４） 日新中 

  ０－３ 藤島中 

   決勝トーナメント  １回戦敗退 ０－２ 余目中 

○ 男子個人  ９位◎ 薮田脩也 

         １回戦惜敗 土門律夢・本間伊吹 

○ 女子団体 予選リーグ ２勝０敗 １位通過 

３－０ 藤島中 

   決勝トーナメント  １回戦 ４－０ 立川中 

             準決勝 ０－４ 余目中 

○ 女子個人  ２回戦惜敗 遠藤 昊・奥山千依 

                今井美羽 

１回戦惜敗 佐藤美織・尾崎綾乃 

 

山形県中学校陸上競技選手権大会結果 

陸上部            （１０月１０日開催） 

○ 男子種目別 

共通400m：１位 吉泉 空 

共通８00ｍ：８位 佐藤 輝 

共通3000m：８位 佐藤 輝 

※ 男子１年100ｍ：予選敗退 

○ 女子種目 

※ ２年100ｍ・２年砲丸投：予選敗退 

 

トピックス 

全国中学生陸上競技大会2020が１０月１６日に神奈川県

日産スタジアムで開催されました。 ３年：白畑健太郎さんは、

１０位。ただ、記録順で比べると全国８位となるようです。 

素晴らしい記録、頑張りました！！ 

酒田市立第四中学校 北ブロック・南北決勝報告  Ｒ２．１２．２５発行 

３ ７ 名が南北決勝大会へ出場！ ！  

北ブロック大会 団体優勝 ２ （ 女子卓球・男子バレーボール ） 

団体準優勝 （ 男子卓球 ） 団体３ 位（ 女子剣道 ） 

決勝大会 団体優勝 男子卓球・女子卓球 ！ ！  

３年生にも負けないがんばりです。新人チームの活躍に心からうれしくなります。コロナ禍の中、日々の取組みが着実に

成果につながっています。指導者の皆様の的確で計画的な取組みと、保護者の皆様のご支援とご協力があっての成果と思い

ます。心から感謝申し上げます。ありがとうございました。これからは来年の地区総体に向けた冬場の取組み時期となりま

す。今後とも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！！ 



南北決勝大会結果（１１月１４日開催） 

 

卓球部 男子・女子 アベック優勝!! 

○ 男子団体  １回戦 ３－０ 天童三中 

         準決勝 ３－１ 川西中 

         決 勝 ３－２ 鶴岡一中 

○ 男子シングルス 

 ２位 梅木大智  ベスト８ 高橋暖人 

○ 女子団体  １回戦 ３－０ 山形四中 

      準決勝 ３－２ 長井南中 

      決 勝 ３－２ 余目中 

○ 女子シングルス  ３位 榎本萌亜 

    ベスト８ 原菜々夏 １回戦惜敗 塚形音葉 

※ 団体優勝した男女チームは、３月に開催される全

国大会（島根県）に出場することになりました。 

おめでとうございます。 

 

男子バレーボール部 

１回戦敗退 ０ (17-２５・20-25) ２ 山形八中 

 

柔道部 

○ 男子個人 50kg級 １回戦惜敗 丸山永遠 

     81㎏級 １回戦惜敗 齋藤忠信 

○ 女子個人 52kg級 １回戦負傷棄権 佐藤玲那 

 

剣道部  （１１月２１日開催） 

○ 女子団体予選リーグ ０勝３敗 予選敗退 

１－３ 山大附属中 

０－３ 東根一中  ０－３ 山形十中 

○ 男子個人  １回戦延長のすえ惜敗 薮田脩也 

 

バドミントンクラブ （１１月７日開催） 

○ 男子ダブルス １回戦惜敗 佐藤優空・髙橋匠太 

○ 女子団体  １回戦敗退 

○ 女子シングルス １回戦惜敗 菅原芽来 

 

トピックス 

全国ダンスパフォーマンスコンテスト2020東北・北海道地区

予選が７月１日～８月１０日に動画審査により開催されまし

た。 １年：佐藤夢姫さんが所属するスターライトの６人のチ

ームが見事に入賞し、１２月２６日・２７日に開催される全

国大会に出場することになりました。ただ、コロナ禍のため、

動画審査となるそうです。キレキレのダンスパフォーマンス

を期待しています。おめでとうございます。 

 

文化面でも表彰！！ 

読書感想文コンクール 酒田・遊佐地区審査 

  特選 ３年 白畑知奈乃 『「楽園」になることを願って』 

入選 １年 佐藤 快成 「自分を生きる、やり通す」 

     奥山陽加里 「前へと進む強い力」 

      阿部 夏鈴 「子どもにとって一番の夢」 

   ２年 齋藤 亜希 「自分らしく」 

      高橋 佳暖 「手の届かないものと過去」 

 元木  桃 「歌で伝える思い」 

読書感想文コンクール 酒田・遊佐地区審査 

   ３年 秋葉 舞花 「他人ごとではない物語」 

      佐藤 愛莉 「託された平和」 

 

山形県小中学校新聞コンクール 

荘内日報社賞 新聞委員会 「 酒四中新聞 」 

     佳作 ＰＴＡ広報 「 雄飛 」 

 

中学生の「税についての作文」 

  山形県納税推進協議会長賞！！ 

   ３年 阿部 小夏  題…「今から」 

「川の水量、増えてきて 

いる。」「そりゃ、こんな 

に雨が降りゃ増えるろ。」 

家族と会話しているときに 

「最上川氾濫」という県内 

酒田税務署長さんからの授与  ニュース。しかし、翌日

には行政の支援が始まっていた。「災害復旧費」という税金が

使われていることを知る。自然災害という抗いようもない災

害にも大切な税金で支援策がとられ、誰もが安心して暮らせ

る仕組みができていることを学び、納税の大切さを考え直す

きっかけとなった作品でした。 受賞おめでとうございます。 

 

Ｉ Ｌove 四中！！ Ｗe Ｌove 四中！！ 

 

全日本アンサンブルコンテスト飽海地区大会 

吹奏楽部           （１２月２０日開催） 

 コロナ対策で入場制限等がありました。日々の練習につい

ても制限がある中、しっかり練習に取組んでいましたね。 

どのグループも素晴らしい演奏で、ホールに響く生の演奏

は感慨深いものでした。県出場枠は６から４チームに減った

中での県大会出場は素晴らしい。 県大会は、令和３年１月

１６日(土)やまぎんホールで開催予定、無観客とのことです。 

○ 金賞 ： サクソフォーン三重奏 

   おめでとう県大会出場！！ 

○ 銀賞 ： 打楽器三重奏 

管楽五重奏 

○ 銅賞 ： 金管六重奏 

 

「Ｗｅ    四中アート」 
 生徒会企画。「コロナ禍でも夢や願いを持ち、明るく元気に

四中の絆を深めよう」というテーマで制作中です。 

 

お知らせ…募金は全て山形放送「愛の事

業団」に送られ役立てていただきます。 

○ 歳末助け合い募金へのご協力ありがとうございまし

た。今年の最上川水害義援金として被災した方々に活

用されます。 募金額は、３２，２６７円でした。 

 

「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。ありがとう

ございます。昨年度は女子バレーボール部とサッカー部、今

年度は野球部と吹奏楽部、来年度はソフトボール部と陸上部

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います。 

 


