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２日（土）開催された市中総体、西中生の活躍はすばらしく、

選手も応援する生徒も心を一つにして大会に参加し、昨年度同

様に７種目で団体優勝を勝ちとりました。また、個人戦でも多

くの生徒が入賞し、県大会へ駒を進めました。

結果は、下表の通りでした。

団 体 戦 個 人 戦

野 球 １回戦 対 岩中 × テニス(男) １位 髙橋 拓紀・平林健太郎(県へ)

サッカー １回戦 対 玉中 ◯ ２位 渡部 成・日下部 功(県へ)

決 勝 対 岩中 ◯優勝(県へ) テニス(女) ２位 吉原 果倫・小島 蒼依(県へ)

ソフト 決 勝 対 岩中 × ３位 菊池 未夢・熊谷 百花

テニス(男) リーグ戦 ３戦全勝 優勝(県へ) バドミントン(シングルス)

テニス(女) １回戦 対 岩中 × １位 小笠原華菜佳 (県へ)

バレー(男) 決 勝 対 岩中 ○優勝(県へ) ３位 栗原 萌花

バレー(女) リーグ戦 ３勝全勝 優勝(県へ) ３位 内山 陽菜乃

バドミントンリーグ戦 １勝２敗 ３位 卓球(男) １位 渡邊 陽雄雅 (県へ)

バスケ(男) １回戦 対 玉中 ◯ ２位 日野 陸 (県へ)

決 勝 対 北中 ◯優勝(県へ) ３位 髙橋 侑

バスケ(女) リーグ戦 ２敗 惜敗 卓球(女) １位 渡邊 桜菜 (県へ)

卓 球(男) リーグ戦 ３戦全勝 優勝(県へ) ３位 早川 綾乃

卓 球(女) 決 勝 対 岩中 × 剣道(男) １位 齋藤 樹 (県へ)

剣 道(男) 決 勝 対 岩中 優勝(県へ) ３位 井浦 光基

剣 道(女) リーグ戦 ０勝１敗 ２位(県へ) 剣道(女) １位 齋藤あかり (県へ)

お忙しい中、たくさんの保護者の皆様に会場へ足を運んでいただき、子どもたちの活躍に大き

な声援と激励を送っていただきました。みなさんの声援が７冠というすばらしい活躍につながり

ました。本当に、ありがとうございました。また、部活動ではありませんが、柔道競技で小林嵩

和さん(50kg級)と大津陽人さん(60kg級)で県大会に出場します。

５月１９日に行われた「管打楽器ソロコンテスト予選」村山りのさんと石山千尋さんが出場し

優秀賞を受賞しました。村山りのさんは予選を通過し６月３日に行われた「管打楽器ソロコンテ

スト県大会」で金賞を受賞しました。

６月１３日に玉浦中学校を会場として「岩沼市少年の主張」がありました。西中からは山崎礼

温さんと白石真衣さんが出場し堂々と発表しました。白石真衣さんは優良賞、山崎礼温さんは優

秀賞を受賞しました。また、山崎さんは岩沼市の代表として７月１３日に行われる少年の主張管

内大会に出場します。

http://www.iwanishichu.iwanuma-ed.jp/


１６日(土)には岩沼市中学校陸上競技場大会がありました。中総体に引き続き、陸

上大会でも多くの生徒が活躍しました。陸上競技は個人種目は第２位まで、リレーは

第１位が県大会出場となります。県大会での活躍を期待しています。

お忙しい中、たくさんの保護者の皆様に会場へ足を運んでいただき、子どもたちの

活躍に大きな声援と激励を送っていただきました。ありがとうございました。

女子１年１００Ｍ １位 村井 葉月 ２位 森 優名

女子２年１００Ｍ ２位 伊藤 瑠夏 ３位 樋口 沙梨

女子共通２００Ｍ ３位 長谷川智世

女子１年１５００Ｍ ３位 高城 陽詩

女子共通走幅跳 ３位 宍戸 琳

男子１年１００Ｍ １位 足沢 佑樹

男子２年１００Ｍ １位 菊地 恭弘 ２位 鈴木 孝幸

男子３年１００Ｍ １位 安住 翼

男子共通２００Ｍ １位 齋藤 聖覇

男子１年１５００Ｍ ２位 佐藤 楓真

男子２・３年１５００Ｍ ２位 千葉 拓翔

男子共通１１０ＭＨ ２位 吉田 智紘

男子共通砲丸投 ３位 鹿又 李王

女子低学年４×１００ＭＲ １位 村井 葉月 ・ 森 優名 ・ 伊藤 瑠夏 ・ 齋藤 汐音

男子低学年４×１００ＭＲ １位 足沢 佑樹 ・ 児玉 彩斗 ・ 菅井 渉彦 ・ 鈴木 孝幸

男子共通４×１００ＭＲ １位 齋藤 聖覇 ・ 菊地 恭弘 ・ 佐藤 昴 ・ 安住 翼

２６日（火）に「グリーンピア岩沼 森のプール」を会場として、名取市と

合同で水泳競技大会が開催され、西中学校からは８名の生徒が出場しました。

なお、水泳競技は県大会や全国大会の標準記録が設定されていて、その標準

記録突破すると県大会や全国大会への出場権を獲得します。県大会へ駒を進め

た生徒は、佐伯 優衣さん、髙橋 優花さん、伊東 莉奈さん、石川 凜さん、佐藤 菜々美さ

ん、南部 遥香さんの６名でした。県大会での活躍を応援しています。

申込み締め切りは７月１０日です。

多くの生徒の参加をお願いします。

15日(日) 吹奏楽コンクール名取・仙南大会

16日(月) 海の日

18日(水) 大掃除、心肺蘇生法講習会

19日(木) 大掃除、教室ワックス

20日(金) １学期終業式

２日(月) 防犯非行防止教室、合唱実行委員会 22日(日) 県中総体、飲酒運転根絶運動の日

５日(木) 部活動なし 23日(月) 夏季休業日(～8/25)、県中総体

６日(金) ＰＴＡ運営委員会 24日(火) 県中総体

８日(日) 岩沼市総合防災訓練(防災行事) 授業日 25日(水) 県中総体

９日(月) 振替休業日 26日(木) ３年三者面談

10日(火) 合唱実行委員会(準備) 27日(金) ３年三者面談

11日(水) 校内合唱コンクール、学年懇談会 30日(月) ３年三者面談

12日(木) 生徒集会、県大会･吹奏楽激励会 31日(火) ３年三者面談

13日(金) ３年実力テスト、仙台地区少年の主張

ＰＴＡ地区懇談会


