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平成２５年度後期スタート
１０月１日（火）本校は予定どおり後期始業式を実施し，後期のスタート
を切ることができました。片岡校長先生からは，
「継続は力なり」というテ
ーマで，アメリカの建国の父，ベンジャミンフランクリンの「すばらしい人
になるための１３の徳目」を挙げ，目標項目リストを作成し，今日できなか
ったことをひとつひとつ減らしていく努力を継続していくことの大切さに
ついて興味深いお話がありました。
秋も深まってきて，勉強にスポーツに打ち込める季節です。後期もみなさ
ん自分の目標に向かって元気にがんばりましょう。Practice makes perfect! Patience wins out in the end!

生徒会・家庭クラブ新役員決まる！！

会 長
副会長
副会長

２年 大槻 和麿
２年 佐藤 和紀
１年 小野 佑貴

（遠刈田中出身）
（福岡中出身）
（宮中出身）

９月１３日（金）の選挙で選ばれ
た下記の生徒のみなさんが，新しい
あすなろ会（生徒会）
・家庭クラブ
の役員として，校長先生から１０月
１日に認証していただきました。こ
れから１年間よろしくお願いしま
す！
応援団長
２年 大森 柊哉 （遠刈田中出身）
副応援団長
１年 佐藤 淳平 （宮中出身）
家庭クラブ会長 ２年 阿部 素子 （福岡中出身）

★賞状伝達式表彰者★
・陸上競技県新人大会 第３位 ２年 長谷川 勝久（遠刈田中出身） 東北大会出場！
・テニス競技県新人大会 第３位 ２年 高橋 拓希（白石中出身）
・第２７回ふれあい書道展
特 選
３年 佐藤 圭太（大河原中出身）
奨励賞
３年 飯塚 剛
大野 早紀
佐藤 竜也
高橋 凌
橋本 汐里
一坂 杏里
日下 綾香
佐藤 圭太
佐藤 美恭
高沼 沙也加
安部 涼華
日下 慎也
武田 直也
永沼 泰弘
新山 一彦
敢闘賞
３年 大泉 一徳
平 雅人
宇野澤 岬
・華道家元池坊免許
中等科
３年 相澤 有美（遠刈田中出身） ３年 加茂 未都（槻木中）
初等科
３年 武田 千佳
２年 三島 萌
谷津 明日香
大貫 茉奈

福地 真理
松崎 萌

平成２５年度新人戦等結果報告！
３年生が引退し１・２年生が中心となっての初めての試合でしたが，各部とも一生懸命がんばっています。
●

仙南地区卓球新人大会 祝 快挙! 男子団体・ダブルス・シングルス優勝３冠！

男子 学校対抗戦
ダブルス
シングルス
女子 シングルス

１回戦
準決勝
優勝
２回戦
優勝
２回戦
準優勝

蔵王高 ３－１ 白石高
２回戦 蔵王高 ３－１ 県農業高
蔵王高 ３－１ 名取高専
決 勝 蔵王高 ３－２ 白石工業
２年 谷村 謙（村田一中）
， １年 制野 彩人 組
２年 佐藤聡哉， ２年 横山 友亮 組
１年 制野 彩人
準優勝 ２年 谷村 謙
２年 横山 友亮， ２年
佐藤聡哉
２年 我妻 愛（円田中）

◎ 卓球県新人大会 (11/7～9) 祝 男子団体ベスト８！！
男子シングルス 第３位！１年 制野 彩人（円田中出身）
男子 学校対抗戦
２回戦 蔵王高 ３－２ 気仙沼向洋高
３回戦 蔵王高 ３－１ 迫桜高
４回戦 蔵王高 ０－３ 仙台育英学園
ベスト８！！
ダブルス
１回戦 ２年 谷村 謙（村田一中）
， １年 制野 彩人 組
シングルス
第３位 ２年 制野 彩人
２回戦 ２年 谷村 謙
女子 シングルス
４回戦 ２年 我妻 愛（円田中）ベスト３２
● 陸上仙南・石巻新人大会 (11/4～5) 結果
男子
４００ｍ
２年 長谷川 勝久 １位！
２年 大槻 和磨 １０位
８００ｍ
１年 小笠原 富雄（予選）
， １年 長谷川 勝久（予選）
１５００ｍ
２年 長谷川 勝久 ５位，２年 小笠原 富雄 ７位
５０００ｍ
２年 小笠原 富雄 ３位
３０００ｍSC
２年 小笠原 富雄 ５位
女子 ２年 小野 亜也加 １００ｍ ２位， ４００ｍ ２位，４００ｍH ３位
◎ 陸上県新人大会(9/5 ～9/8) 結果
祝 陸上競技県新人大会男子８００ｍ 第３位！２年 長谷川 勝久（遠刈田中出身）東北大会出場！
男子 １００ｍ
２年 大槻 和磨 （予選）
２００ｍ ２年 大槻 和磨 （予選）
８００ｍ
第３位 ２年 長谷川 勝久
１５００ｍ
２年 長谷川 勝久 １９位，２年 小笠原 富雄 ２２位
５０００ｍ
２年 小笠原 富雄（予選）
女子 ２年 小野 亜也加 １００ｍ 準決勝進出， ４００ｍ ９位
◎ 県高校駅伝競走大会 (10/19) 県予選会 ３０位（３６チーム中）陸上部３名に，
野球部２名，バドミントン部１名，バスケ部１名の協力を得て参加できました。選手全員がベストを尽くしました。
● バドミントン 新人大会仙南地区予選 (9/13～14) 結果
男子団体
対 宮城農業戦 ０―３ 負 ※柴田農林との合同チーム
男子ダブルス
２回戦 ２年 菊池 健一・２年 鈴木 俊樹
１回戦 ２年 村上 友哉・１年 三浦拓海
男子シングルス １回戦 村上 友哉，菊池 健一，鈴木 俊樹， 三浦拓海
女子団体
対 名取北高 ０－３ 負
女子ダブルス
３回戦 ２年小柳 富紀・山田沙梨菜，
２回戦 日下 采芽・水戸 美希
山田絵美如・我妻 理紗
１回戦 大野 由加・八島
彩
女子シングルス ３回戦 ２年 八島
彩，１年 水戸 美希
２回戦 ２年 日下 采芽
１回戦 ２年 山田沙梨菜，山田絵美如，小柳 富紀，大野 由加，我妻 理紗
◎ バドミントン県新人大会(10/29,30; 11/10) 結果
男子ダブルス
１回戦 ２年 菊池 健一・２年 鈴木 俊樹
男子シングルス
１回戦 村上 友哉
女子団体
対 中新田高 １－３ 負
女子ダブルス
２回戦 大野 由加・八島
彩
女子シングルス
２回戦 小柳 富紀
◎ 祝 テニス競技県新人大会 第３位！２年 高橋 拓希（白石中出身）
● テニス 新人大会仙南地区予選 (10/13～14) 結果
男子 シングルス １位！ ２年 髙橋 拓希
女子 団体
対 名取北 ２－１ 勝 第２位！
ダブルス
２年 山家，大沼 ５位
シングルス
決勝トーナメント 山家 ベスト８！
予選リーグ ２年 武藤， 大沼

● バスケットボール 新人大会仙南地区予選 (11/9 ～10) 結果
男子 予選リーグ（対 名取北，角田高，柴田高） ０勝３敗
女子 予選リーグ（対 白石，柴田）
０勝２敗

