
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野球部  ３位（全軟県大会出場） 

○ １回戦   ２－０ 酒二中 

準決勝   ３－７ 酒三中 

3位決定戦 ２―１ 東部中 

 

サッカー部  ◎準優勝！ 

○ 予選トーナメント  １位通過 

３－０ 酒六中  ３－０ 酒一中 

○ 決勝トーナメント 

準決勝 １－０ 酒三中 

決勝  ０－２ 酒二中 

 

バスケットボール部 

○ 男子 １回戦   ５１－４１ 酒一中 

準決勝   ２７－７６ 遊佐中 

3位決定戦 ４６－６０ 酒三中 

 

○ 女子 １回戦  ８２－２４ 酒六中 

      準決勝  ５０－５１ 酒二中 

 

ソフトボール部 

○ 3校リーグ戦  ３－１１ 酒三中 

          ８－１１ 遊佐中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎は、県大会出場！！ 

               （敬称省略） 

陸上部 

○ 男子種目別 

共通200ｍ：２位◎ 吉泉 空 

共通400ｍ：１位◎ 吉泉 空 

３位◎ 五十嵐湧生 

１年1500m：３位 齋藤大輔 

２・３年1500m：２位◎ 佐藤 輝 

共通3000m：１位◎ 佐藤 輝 

低学年４×100mリレー：３位 

 秋葉秀輔・五十嵐優成・佐藤 輝・髙橋蓮翔 

共通4×100mリレー：６位 

 山木麻宏・五十嵐湧生・和賀 遼・吉泉 空 

○ 女子種目別 

３年100m：２位◎ 齋藤悠奈 

共通１００mH：４位 今井咲希 

共通200m：２位◎ 齋藤悠奈 

共通800ｍ：４位 園部芽彩 

２・３年1500ｍ：５位 園部芽彩 

共通100ｍH：６位 鈴木美羽 

共通四種： ２位◎ 今井咲希 

低学年4×100mリレー：４位 

    菅原もね・三浦那奈・原田夢生・長谷川静玖 

 

酒田市立第四中学校  地区総体報告    Ｒ３．６．２５発行 

６９名が県総体へ出場！！ 
団体優勝３ （卓球男女・剣道女子・水泳男子総合） 

団体準優勝４ （サッカー・剣道男子・テニス男子・柔道女子） 

コロナ禍により昨年度の地区中総体は残念ながら中止となりました。今年度は、学校内はもちろん、各ご家庭から

も感染対策にご協力をいただきながら、２年ぶりに大会を開催することができました。選手は、昼の放送や各学年の

掲示による応援メッセージ、壮行式での応援委員会の力強い応援を受け、６月１９日（土）・２０日（日）に行われ

た地区中総体に臨みました。 

各部の選手たちは、勝敗に関わらず、あきらめることなく、自分や仲間を信じて最後の最後まで粘り強く戦いまし

た。そのスポーツマンとしての姿勢に心から拍手を送ります。本当によく頑張りました！！ 

これまで選手をサポートくださった保護者の皆様にも感謝を申し上げます。 

県中総体へは、６９名が出場します。野球部は全軟の県大会への出場権を獲得しました。引き続き、四中生の頑張

りに声援をよろしくお願いいたします。              
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ソフトテニス部 男子準優勝！ 

○ 男子団体  予選リーグ２位通過 

    ２－１ 遊佐中  １－２ 酒一中 

  準決勝 ２－０ 酒三中 

  決勝  １－２ 酒一中 

○ 女子団体  予選リーグ２位通過 

    ３－０鳥海八幡中 １－２酒一中 ３－０遊佐中 

  準決勝 ０－２ 酒三中  女子３位 

 

卓球部 男子団体◎優勝！三連覇！！ 

     女子団体◎優勝！二連覇！！ 

○ 男子団体 予選Aリーグ１位通過 

３－０酒一中 ３－１遊佐中 ３－１酒三中 

決勝リーグ 

 ３－０鳥海八幡中 ３－０酒一中 ３－０酒二中 

○ 男子シングルス   １位◎ 梅木大智 

３位◎ 阿部凌雅  ５位◎ 高橋暖人 

5位 佐藤 蓮 

○ 女子団体 予選Aリーグ１位通過 

３－０酒六中 ３－０東部中 ３－１酒三中 

決勝リーグ 

３－０酒二中 ３－０東部中 ３－０鳥海八幡中 

○ 女子シングルス   １位◎ 原菜々夏 

２位◎ 榎本萌亜 ３位◎ 池田結愛・須田みりあ 

 ５位◎ 山木杏奈 

 

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 

              １－２ 酒三中 

○ 女子  予選リーグ  ０－２ 酒三中 

              ０－２ 酒二中 

              ２－１ 鳥海八幡中 

決勝トーナメント 

１回戦   ０－２ 遊佐中 

 

柔道部 

○ 男子個人 50kg級 ２位 丸山永遠 

     81kg級 1位◎ 齋藤忠信 

○ 女子団体   負け 酒六中 

○ 女子個人 52kg級 １位◎ 佐藤玲那 

63kg級 1位◎ 五十嵐杏里 

 

剣道部 女子団体◎優勝！！ 

男子団体◎準優勝！ 

○ 男子団体  予選リーグ１位通過 

４－３ 遊佐中 ４－２ 酒一中 

決勝トーナメント  

      準決勝 ３－２ 酒三中 

      決勝  ０－３ 鳥海八幡中 

 ○ 男子個人  ３位◎ 薮田脩也・本間伊吹 

○ 女子団体  決勝リーグ 

５－０ 酒一中  ８－１ 東部中 

○ 女子個人  ﾍﾞｽﾄ8◎ 今井美羽・奧山千依・遠藤昊 

水泳部  男子総合優勝 

○ 男子種目別 

50m自由形：５位◎ 渋谷隆翔 

100ｍ自由形：２位◎ 佐藤巧瑛 

   100ｍバタフライ：２位◎ 渋谷隆翔 

100m平泳ぎ：１位◎ 佐藤 翔 

200m平泳ぎ：１位◎ 佐藤 翔・３位 阿部湊太 

200m背泳ぎ：１位◎ 佐藤正宗 

400m個人メドレー：２位◎ 佐藤正宗 

400mフリーリレー：１位◎ 

 佐藤正宗・渋谷隆翔・佐藤巧瑛・佐藤 翔 

400mメドレーリレー：１位◎ 

佐藤正宗・佐藤 翔・渋谷隆翔・佐藤巧瑛 

○ 女子種目別 

50m自由形：５位◎  山木紗那  

200m自由形：1位◎ 庄司安那 

400m自由形：１位◎ 庄司安那 

４位◎ 佐藤あげは 

800m自由形 ２位◎ 佐藤あげは 

100mバタフライ：３位 山木紗那 

400mフリーリレー：４位◎標準記録突破 

  庄司安那・石垣寿里・佐藤莉瑚・佐藤あげは 

400mメドレーリレー：４位◎標準記録突破 

  石垣寿里・庄司安那・山木紗那・佐藤あげは 

 

 

※ クラブで活動しているバドミントン競技の大会が 6 月

12 日・20 日に行われました。バドミントン協会が主催

している大会ですが、１位になった選手は県中総体への出

場権を得ることができました。 

 ○ 男子団体 １位 

   佐藤陽向・佐藤優空・髙橋匠太・渡部蒼矢・佐藤陸空 

 ○ 男子ダブルス １位 佐藤優空・髙橋匠太 

 

県総体でも応援よろしくお願いしま

す。 

 

お知らせ 

○ 全軟県大会（野球） 6月26日（土）・27日（日） 

○ 地区吹奏楽コンクール ７月１８日（日）希望ホール 

○ 県総体期日 … ７月２３日（金）～２６日（月） 

 【庄内】 剣道：小真木原総合体育館 

      サッカー：小真木原陸上競技場、多目的広場 

           庄内町八幡スポーツ公園サッカー場 

           三川町立三川中学校 

 【最北】 バドミントン：新庄市体育館 

      柔道：真室川町民体育館 

 【村山】 陸上：ＮＤソフトスタジアム山形 

      卓球：東根市民体育館 

 【置賜】 水泳：米沢総合公園市営プール 
  
   ※ 今年度の県中総体は、コロナ感染対策により、日

程を短縮し、極力宿泊をしない形で運営されます。

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
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