
塩竈市中学校新人体育大会

出場１２種目中，６種目団体優勝・２種目団体準優勝！

９月１８日(土 )に塩竈市中学校新人体育大
会が開催されました。当日は荒天のため，野
球とソフトテニスは，２２日に延期し実施し
ました。
今回の新人大会では，１・２年生が大いに

奮闘し，本校は１２種目中，６種目で団体優
勝，２種目で準優勝という素晴らしい成績を
収めることができました。
前日の壮行式では，校長から「餌を与えら

れるのを待っている動物園のゾウではなく，
自ら考え，判断し，選択しながら，強い意志
をもって行動する野生のゾウとして戦ってき
てください。また，野生のゾウのように，仲 ３年生や文化部からの応援メッセージと２年生の決意表明
間と協力し支え合いながら戦ってきてください。」という励ましの言葉があり，一
中生はまさにこの言葉のように，野生のゾウとして自分の可能性を最大限に発揮
する活躍を見せてくれました。

新人大会を終えて

野球部 ２年３組 中澤 章輝 さん
緊急事態宣言のために少ない練習で新人戦に臨みました。第１試合は三中と

対戦し２ -０で勝ちました。打撃がうまくつながらなかったのですが，守備が安
定していて７回まで得点を守り切ることができました。決勝では二中と対戦し
３ -11で負けました。立ち上がりはよかったのですが，７回表に守備の崩れから
７失点しました。しかし，７回裏にようやく打線がつながり一心同体になった
ような気がしました。家族や色々な方の支えで野球ができることに感謝し，来
年の中総体に向けて頑張りたいです。

サッカー部 ２年２組 松本 心翼 さん
人数が２人少ない状態でも勝つことを目標にして，１週間しかない練習に励

みました。当日は第１試合で三中 ･玉中合同チームに勝利し，第２試合の二中に
は惜しくも１点差で負けてしまいました。しかし，全員本気を出して頑張って
いたと思います。指導していただいた顧問の先生や観戦できなかった保護者の
方々に感謝しています。今後は新人大会で見つかった自分たちの課題を来年の
中総体までに修正し，よりよいプレーができるように練習して，さらにチーム
ワークを深めていきたいです。

男子ソフトテニス部 ２年４組 三浦 暖 さん
今年の新人大会は個人戦第３位，団体戦も第３位という悔しい結果となりま

した。この大会では負けてしまいましたが，自分たちの足りない部分が見つか
るよい機会でもありました。
この悔しい思いをバネに，特に自分たちに足りないフットワークやバック，

体力などの基礎を重視して，勝つことを意識し，中総体は個人戦，団体戦とも
に優勝し，県大会でもよい結果で終えられるように毎日頑張りたいと思います。

《校 是》 ＜誇り＞ ＜希望＞ ＜理想＞

《学校教育目標》 自ら学び， 心豊でたくましく生きる生徒の育成
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女子ソフトテニス部 ２年３組 伊藤 心暖 さん
雨で延期となり，２２日に行われた新人戦はみんな緊張していました。しか

し，これまで暑い中きつい練習に一生懸命取り組んできたので個人戦はみんな
落ち着いてプレーができていました。私たちのペアも勝ち進み，決勝ではファ
イナルゲームまで続きましたが，最後には優勝することができてよかったです。
県大会ではペアと落ち着いてプレーしてきたいと思います。午後に行われた団
体戦は第１回戦の二中に負けてしまいましたが，第２回戦の玉中には勝利し，
得失点差で一中が優勝できてみんな笑顔で終われる新人戦になりました。

バレーボール部 ２年２組 志野 夏紀 さん
私たちは４位で納得のいく結果ではありませんでした。時間がない中，みん

な当日まで練習を頑張ってきました。１年生は初めての大会，２年生は自分た
ちが中心となって試合する初めての大会でした。当日は１年生全員が緊張して
いました。１年生の緊張をほぐすために２年生が声掛けをする場面も見られま
した。
これからは練習を頑張り，次の大会では新人戦で取れなかったボールを取れ

るように，２年生は新人戦よりも１年生を支えられるように頑張りたいです。

男子バスケットボール部 ２年３組 鈴木 滉大 さん
私たちは実に７年ぶりに市新人大会で優勝すること

ができました。これは一人一人の努力と強い意志がな
ければ達成できないことだと思います。
当日は朝からのアップで体は熱かったのですが，試

合前は冷静になり，よいコンディションで試合を迎え
ることができました。これは仲間のことを信頼する気
持ちや強い自信の表れだったともいます。私たちの次
の目標はブロック大会並びに来年の中総体です。今回
の結果を踏まえ，日々の練習に生かしていきたいです。最後に応援ありがとう
ございました。

卓球部 ２年４組 今野 優斗 さん
緊急事態宣言明けの新人戦は練習がほとんどできずに不安でしたが，ここま

で頑張ってきた成果があらわれて，男子は団体戦で優勝，個人戦ベスト４を独
占，女子は個人戦で第１位と第３位となり，よい結果を残すことができました。
みんな一人一人よく頑張って戦ったと思います。顧問の先生方には新人戦で勝
てるようにとたくさんのアドバイスをいただきました。ありがとうございまし
た。次の目標は県大会上位入賞です。来年の中総体までには男女ともに優勝で
きるように練習試合で真剣に取り組んで経験を積み，どんどん力を付けていき
たいと思います。応援ありがとうございました。

男子バドミントン部 ２年１組 佐藤 晃成 さん
僕たちは県ベスト８という目標を立てて新人戦に向け練習に取り組んできま

した。コロナの影響で練習時間は減りましたが常に全力で活動しました。
当日は１年生は初めての試合，２年生は中心となり自分たちの力で勝たなけ

ればいけないという緊張感がありました。しかし，試合に入ってからは集中力
を高め，全員がよい試合をすることができました。団体戦で優勝し，無事６連
覇ができたことで，先輩から受け取ったバトンをつなげられたことを嬉しく思
います。次は１１月に県大会があるので日頃の練習を頑張りたいです。

女子バドミントン部 ２年４組 阿部 紗菜 さん
応援ありがとうございました。市新人大会前は練習期間が短く，あまり練習

はできませんでしたが，団体戦では優勝，個人戦ではシングルス，ダブルス共
に１位を勝ち取ることができました。当日は顧問の先生方からのアドバイスを
胸に一人一人が真剣に試合に挑みました。県大会に向けてそれぞれに自分の弱
点を克服しながら部員全員で励まし合い，よい結果を残せるように精一杯頑張
ります。応援よろしくお願いします。



剣道部 ２年４組 佐々 悠太 さん
私達は団体戦優勝と個人戦で上位独占を目標に新人

戦に臨みました。今年の新人戦はコロナの影響で直前
の５日間しか練習をすることができず，いつも以上に
短い時間の練習で大会当日を迎えました。本番では男
子団体優勝は達成できましたが，個人戦では上位独占
をすることはできませんでした。しかし，部員が出場
した１年男子，１年女子，２年男子の３部門すべてで
１位になることができ，とてもよい結果でした。次は
県大会に向けて１回１回の練習を大切にしていきたい
です。

生徒会役員選挙(会長･副会長)

今年度の生徒会役員選挙は９月９日に公示された結
果，生徒会長には２年生の鈴木天音さんと村主美澪さ
んの２名，２年生の副会長に丹治奏翔さんが１名，１
年生の副会長には櫻井悠夏さんと平野蒼大さん，吉田
陽葵さん，高橋あさみさんの４名が立候補しました。
全校生徒には選挙だよりがすでに配布され，立候補

者は朝の会で教室をまわったり，給食時の放送で自分
の理想とする生徒会を訴え投票を呼び掛けることにな
ります。
選挙活動は立会演説会と投票が行われる１０月４日

まで行われ即日開票されます。１０月には新しい生徒
会三役が決定する予定です。

全国学力・学習状況調査結果

本調査は義務教育の機会均等とその水準の維持向上を目指し，全国の小学６
年生と中学３年生の学力や学習状況の把握・分析及び教育施策の成果と課題の
検証，そしてその改善を図るために文科省が実施しているものです。その結果
は各学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てら
れます。
今年４月に実施された全国学力・学習状況調査の結果が先日発表されました。

本校の３年生の国語と数学の結果は，下記の表の通りです。

平均正答率
教 科

全国平均と比べて 本県平均と比べて

国 語 本校がやや高い 本校と同じ

数 学 本校がやや低い 本校がやや高い

毎年本校では，本調査に向けて，朝の活動や課題を工
夫し，長期的な対策を行っています。今回，国語のテス
トでは全国平均を上回り，数学でも全国平均までは及ば
なかったものの，県平均を上回るなど，例年に比較し良
い結果となりました。３年生の皆さん，大変お疲れ様で
した。



塩竈市中学校新人体育大会 結果

○野球 準優勝 ○女子卓球
・第１試合 一中２－０三中 【団体戦】 第３位
・決 勝 戦 一中３－11玉中 ・第１試合 一中３－０二中
・優秀選手賞 黒木 一心 ・第２試合 一中３－２玉中

○サッカー 準優勝 ・第３試合 一中１－３三中
・第１試合 一中１－０三･玉中 【個人戦】

・第２試合 一中０－１二中 ・第１位 ２年 森 みくる【県出場】
○男子ソフトテニス ・第３位 ２年 小野 莉紗
【団体戦】 第３位 ・第３位 １年 石川 悠加
・第１試合 一中１－２二中 ○男子バドミントン

・第２試合 一中１－２玉中 【団体戦】 優勝【県大会出場】
【個人戦】 ・第１試合 一中２－１二中
・第３位 三浦・鈴木 ペア ・第２試合 一中２－１玉中

○女子ソフトテニス ・第３試合 一中２－１浦中

【団体戦】 優勝 【個人戦シングルス 】
・第１試合 一中１－２二中 ・第３位 小栗 武琉
・第２試合 一中２－１玉中 【個人戦ダブルス】

【個人戦】 ・第１位 佐藤 晃・佐藤 羚組【県出場】
・第１位 伊藤・盛合 ペア【県出場】 ○女子バドミントン

○女子バレーボール 【団体戦】 優勝【県大会出場】
・第１試合 一中０－２二中 ・第１試合 一中３－０二中
・３位決定戦 一中０－２三中 ・第２試合 一中３－０玉中
・優秀選手賞 鈴木 陽菜 ・第３試合 一中３－０浦中

○男子バスケットボール 優勝 【個人戦シングルス 】

【ブロック大会出場】 ・第１位 佐藤 美唯【県出場】
・第１試合 一中 79－ 48 玉中 【個人戦ダブルス】

・決 勝 戦 一中 52－ 46 二中 ・第１位 髙橋・鈴木組【県出場】
・最優秀選手賞 柴田 天心 ○男子剣道

○男子卓球 【団体戦】 優勝【県大会出場】
【団体戦】 優勝【県大会出場】 ・決 勝 一中２－２玉中
・第１試合 一中３－１三中 （本数勝ち）
・第２試合 一中３－０玉中 【個人戦１年】

・第３試合 一中３－０二中 ・第１位 佐藤 錬【県出場】
【個人戦】 ・第３位 葛西 哉多

・第１位 １年 鈴木 颯汰【県出場】 【個人戦２年】

・第２位 ２年 小野 和希 ・第１位 佐々 悠太【県出場】
・第３位 ２年 川村 遥斗 ・第２位 小原 怜士【県出場】
・第３位 ２年 鈴木 康太 ○女子剣道

【団体戦】 （出場２校 ）
※ 柔道男子は出場校が１校のため，団 ・決 勝 一中１－２玉中
体戦における県大会の出場権を獲得 【個人戦１年】

しています。なお，個人戦の県大会 ・第１位 阿部 莉子【県出場】
はありません。 ・第２位 岩月 璃子

・第３位 大坂 心結

１０月の主な行事予定
１日(金) 英語検定，ＰＴＡ本部役員会 １５日(金) スクールカウンセラー来校日
４日(月) 生徒会役員選挙 １８日(月) スクールカウンセラー来校日
８日(金) １学期終業式 弁当の日 ２０日(水)～２２日(金) 進路講話，キャリアセミナー(２学年）
９日(土)～１２日(火) 秋季休業 ２１日(木)～２２日(金) 修学旅行(３学年），１･2年弁当の日

１３日(水) ２学期始業式 弁当の日 ２７日(水) 尿検査回収日
１４日(木) 英検ＩＢＡ実施（２学年) ２８日(木) スクールカウンセラー来校日
※週末や夜間に学校に緊急連絡がある場合は，〔080(6042)1321〕に連絡をお願いします。
※カウンセリングの申込みは，第一中学校〔022(362)1321〕に電話し，内線でカウンセリング室につ
なぐようお申し付けください。


