
塩竈市中学校新人体育大会

出場１３種目中，９種目団体優勝・１種目団体準優勝！

９月１７日 (土 )に塩竈市中学校新人体育大会が開催されました。今年の新人大
会も１・２年生の奮闘が見られ，出場した１３種目中，昨年度を越える９種目で
団体優勝，１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
日の壮行式では各部の代表生徒が「精一杯プレーし，優勝してくるので，応援を
よろしくお願いします！」などと決意を述べていましたが，多くの部活動でまさ
に有言実行となりました。
今回の学校だよりでは新人大会を終えた各部代表生徒の振り返りを掲載します。

市新人大会を終えて
野球部 ２年３組 郷右近 洋太 さん

私たち野球部は部員が少ない中，玉川中学校野球部と合同チームを
組みました。お互いの学校でコロナウイルス等の影響を受けて練習が
できない時もある中で，練習を積み重ね，市新人大会で優勝すること
ができました。
しかし，自分達で取った点数が少なかったり，試合中声が出ていな

かったりと大会中に課題が見つかりました。１０月１日にはブロック
大会があります。それまでに市新人大会で見つけた課題を修正して臨
みたいと思います。応援をよろしくお願いします。

※ブロック大会では多賀城二中と対戦し，１対５で惜敗となりました。

卓球部 ２年２組 海老 恋花 さん
新チームとなり，顧問の先生からのご指導を基に練習内容を工夫し，

自分達の弱点を改善してきました。その成果
を「男女団体優勝」という成績で残すことが
できて本当に良かったと思います。
当日の試合は男女ともにお互いに支え合い

チーム一丸となって挑むことができました。
たくさんの応援をありがとうございました。
県大会では悔いのない結果になるように，

これからも日々の練習に真剣に励んでいきた
いです。引き続き，応援をよろしくお願いします。

サッカー部 ２年１組 佐々木 庵志 さん
僕達サッカー部は今回の市新人大会で優勝することができました。

最初はとても緊張していたのですが，チームのみんなで声を掛け合う
ことで安心することができました。また，今回の新人大会では部員が
少なく，合同チームとなった三中の選手とも上手に連携し，息の合っ
たプレーをすることができました。
ブロック大会までに一人一人の課題を克服して県大会に出場できる

ように全力で頑張りたいです。これまで指導してくださった顧問の先
生方やサポートしてくださった保護者の方々に感謝したいです。
※ブロック大会では大和中と対戦し２対３で惜敗となりました。

《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
公式ホームページＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｉｏｇａｍａ１－ｊｈ．ｓｈｉｏｇａｍａ．ｅｄ．ｊｐ

塩竈市立第一中学校 学校だより 令和４年１０月７日 第６号



男子バドミントン部 ２年２組 鈴木 聖梛 さん
僕たちの新人大会の目標は「塩竈市大会で優勝し，県新人大会でも

勝って東北大会に出場する」ことでした。しかし，団体戦も個人戦も
第二中学校に惜敗し，県新人大会に出場する
ことはできませんでした。
敗因はプレーに自信がもてず，「負けるか

もしれない」と思ってしまったことです。し
かし，僕たちは試合で全員が声を出しながら
精一杯プレーすることができました。これか
らは来年の中総体で必ず結果を出せるように，今回悔し
い思いをしたことを忘れず練習に取り組んでいきます。
応援ありがとうございました。

女子バドミントン部 ２年２組 後藤 羽琉 さん
私たち女子バドミントン部は新人大会に向けて時間のない中練習に

励んできました。３年生の先輩が引退し，新チームになってから困っ
たことも起きました。しかし，その度にみんなで協力して乗り越えて
きました。
大会当日も２年生は団体戦の経験がなく戸惑いました。しかし，コ

ーチや顧問の先生方の支えがあり頑張り切ることができました。本当
にありがとうございました。今回の経験を大切に，これからも全力で
練習を頑張ります。

男子ソフトテニス部 ２年３組 髙橋 宗也 さん
市新人大会では，個人戦第１位と第２位，団体戦では優勝を飾るこ

とができました。大会当日，最初はみんな少し緊張していました。
しかし，徐々にいつもの自分のプレーに戻り，練習時に目標として

いた「日々の練習から本番を意識し，勝つこと」を部員全員で達成す
ることができました。
県大会では市新人大会で優勝できたことを自信にして，一戦一戦

勝てるように一生懸命に頑張りたいと思います。

女子ソフトテニス部 １年１組 瀬戸 羽空美 さん
私が新人大会を終えて感じたことは個人，団体共に負けてしまい悔

しいということです。３年生が引退し，みんなバラバラでまとまりが
なく大変な時期もありました。しかし，今では全員が互いに教え合い,
支え合っています。
大会当日は初めての試合でとても緊張してうまく体が動かず，全

力を出し切れませんでした。これからは緊張しても大丈夫なように,
様々なことに挑戦していきたいと思います。

男子バスケットボール部 ２年１組 西川 千晃 さん
昨年の新人大会では新型コロナウイルスの影響でブロック大会に出

場することができませんでした。そこで今年こそはブロック大会に出
場したいという気持ちで頑張りました。しかし，市大会のトーナメン
ト１回戦で負けてしまうという悔しい結果となりました。
この大会で学んだことは，練習で行ったことをいつでもどんな場所

でも発揮できるようにならなければ相手に勝つことはできないという
ことでした。いざという場面で決めきれない場面が多くあったので，
来年の市中総体では今回学んだことを生かして戦いたいと思います。

女子バスケットボール部 ２年１組 坂本 夕楓 さん
私たち一中バスケ部は今回，３校の合同チームで大会に参加しまし

た。合同チームということもあり，なかなか全員揃って練習する機会
がありませんでしたが，本番では一人一人が自分のプレーができてい
たので良かったです。
今回優勝することができたのは保護者の方々やコーチなどたくさん

の方の支えがあったからだと思います。ありがとうございました。こ
れからブロック大会の出場のための練習が始まりますが，どんな人か
らも応援されるようなチームになってブロック大会に望みます。応援をよろし
くお願いします。



バレーボール部 ２年２組 伊藤 玖良々 さん
新チームとなり，コロナ禍のために練習試合ができない中で市新人

大会に臨みました。大会当日が近づくにつれて私達のチームの緊張感
も高まってきました。
当日はどこのチームよりも声を出すことで自分たちで雰囲気を作り，

みんなで支え合うことで無事に優勝することができました。しかし，
振り返れば保護者の方々の送迎や顧問の先生の教えがなければ優勝は
できなかったと思います。県大会では新人大会での反省を生かし，悔
いの残らない試合にしたいです。

剣道部（男子) ２年２組 佐藤 錬 さん
今大会は団体戦で優勝し，個人戦は１年生の部で第１位，２年生の

部で第１位と第３位という，大変よい成績を残すことができました。
新部長になり，たくさんの練習試合に参

加し，自分達の弱点を見つけ，部活動での
練習では声掛けなどをして，部内の雰囲気
が良い状態で試合に臨むことができました。
たくさんの練習試合を組んでくださった顧
問の先生に感謝し，県大会でも良い結果が出せるよう
に日々の練習を頑張りたいともいます。

剣道部（女子) ２年１組 阿部 莉子 さん
私達は個人戦上位独占，団体戦優勝を目標に日々鍛練を重ねてきま

した。３年生が引退し手からはちゃんとやっていけるか不安でした。
しかし，新部長が引っ張ってくれたので，不安なく試合ができまし

た。団体戦の結果は３対０で圧勝でした。個人戦でも上位独占ととて
も良い成績でした。
ここまで頑張れたのは顧問の先生や保護者の皆さんのお陰です。あ

りがとうございました。県大会も頑張るので応援をお願いします。

陸上競技部 ２年２組 吉田 陽葵 さん
私達陸上部はこの新人大会に向けて皆で練習内容を工夫し合い，目

標に向かって練習に励んできました。当日は県大会ということもあり
多くの学校が出場していました。周りの雰囲気に緊張しながらも１人
が８位入賞，自己ベストの更新を果たし，リレーでは男女ともに好記
録を出すことができました。来年の中総体に向けても引き続き練習に
励んでいきたいです。たくさんの応援をありがとうございました。
※陸上競技は市大会が行われず，県大会からの参加となります。

中古制服情報（ＰＴＡより）
ＰＴＡで行ってる中古制服の販売について，９月末の在庫状況をお伝えしま

す。もし，不用となる制服がありましたら，ぜひご協力をお願いいたします。

１０月の主な行事予定
３日(月) 生徒会役員選挙 １８日(火)～２０日(木) 修学旅行(３学年),キャリアセミナー(２学年）
７日(金) １学期終業式 ※弁当日(１，２年生)
８日(土) 秋季休業(１２日(水)まで) ２４日(月) 教育実習(11月14日まで)

１３日(木) ２学期始業式 ２６日(水) 実力テスト(３学年)
１４日(金) ＰＴＡ本部役員会 ３１日(月) 避難訓練
※１０月７日(金)現在の予定です。変更時は配信メールやおたよりで随時，お知らせします。
※週末や夜間に学校に緊急連絡がある場合は，〔080(2611)8732〕に連絡をお願いします。

男子上着 男子スラックス

サイズ 155A 160A 160B 165A 165B 170A 175A 180A 185B 64 67 70 73 76 79 82 85 92 96

在庫 ２ ２ １ １ １ ３ １ ２ １ １ ３ ３ ２ ２ ３ ２ １ １ １

女子上着 女子スカート

サイズ 150A 155A 160A 165B 60 63 66 69 72

在庫 １ １ １ １ ３ ６ ４ ８ ４



令和４年度 塩竈市中学校新人体育大会 結果

○野球 優勝【ブロック大会出場】 ○女子卓球

・第１試合 一･玉中６－４二中 【団体戦】 優勝【県大会出場】
・決 勝 戦 一･玉中９－４三中 ・第１試合 一中３－２玉中
・最優秀選手賞 鈴木 琉聖 ・第２試合 一中３－１三中

・第３試合 一中３－１二中

○サッカー 優勝【ブロック大会出場】 【個人戦】

・第１試合 一･三中10－０玉中 ・第１位 石川 悠加【県出場】
・第２試合 一･三中２－１二中

○男子バドミントン

○男子ソフトテニス 優勝 【団体戦】 準優勝
【団体戦】 ・第１試合 一中３－０浦中
・第１試合 一中２－１二中 ・第２試合 一中１－２二中
・第２試合 一中２－１玉中 ・第３試合 一中３－０玉中
【個人戦】 【個人戦ダブルス】

・第１位 高橋宗也・齋藤蓮 ペア 【県出場】 ・第３位 鈴木聖梛・満田逞仁 組
・第２位 三浦成海・吉田雅明 ペア

○女子バドミントン
○女子ソフトテニス 【団体戦】
【団体戦】 ・第１試合 一中２－１二中
・第１試合 一中０－３二中 ・第２試合 一中１－２玉中
・第２試合 一中０－３玉中 ・第３試合 一中１－２浦中

【個人戦シングルス 】

○女子バレーボール優勝【県大会出場】 ・第１位 住家 芽依【県出場】
・第１試合 一中２－０玉中
・決勝戦 一中２－０三中
・最優秀選手賞 長濱さくら ○男子剣道

優秀選手賞 國吉 美桜 【団体戦】 優勝【県大会出場】
・決 勝 一中４－１玉中

○男子バスケットボール 【個人戦１年】

・第１試合 一中 44－ 50 三中 ・第１位 本田 碧紫【県出場】
・優秀選手賞 金子 羚乎 【個人戦２年】

・第１位 佐藤 錬【県出場】
○女子バスケットボール ・第３位 葛西 哉多

優勝【ブロック大会出場】
・第１試合 一･三･玉中 90－ 22 二中 ○女子剣道

【団体戦】 優勝【県大会出場】
○男子卓球 ・決 勝 一中３－０玉中

【団体戦】 優勝【県大会出場】 【個人戦２年】

・第１試合 一中３－１玉中 ・第１位 阿部 莉子【県出場】
・第２試合 一中３－２三中 ・第２位 岩月 璃子【県出場】
・第３試合 一中３－０二中 ・第３位 大坂 心結
【個人戦】 ・第３位 上野まどか

・第１位 鈴木 颯汰【県出場】
・第２位 鎌田 零大

宮城県新人陸上競技大会結果
○柔道は出場が１校のため，団体･個人
戦で県大会出場権を獲得しています ○共通女子１００ｍハードル

・第８位 森 実加


