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平成２６年度仙南総体・県総体結果報告
今年度の仙南地区高校総合体育大会は，陸上は少し早めの５月４日（日）～５日（月），卓球・バドミントン・バスケットボール
は５月９日（金）～１３日（火）の間に，テニスは５月２４日（土）～２５（日）の間の分離開催となりました。 また，５月末から６月
１０日まで実施された県総体に出場した生徒諸君は，『最後まであきらめない』気持ちで一生懸命がんばりました。 結果は下
記のとおりです。お疲れ様でした！感動を Thank You！！
祝 男子８００Ｍ，女子４００Ｍ・４００ＭＨ 県大会入賞＆東北大会出場！
陸上○仙南総体 男子
陸上◎県総体 男子
４００Ｍ
２位 長谷川 勝久（３年遠刈田中） ４００Ｍ
準決勝 長谷川 勝久
１５００Ｍ
９位 小笠原 富雄（３年円田中） ８００Ｍ
２位
長谷川 勝久
３０００ＭＳＣ ４位 小笠原 富雄
祝 東北大会進出！！
５０００Ｍ
４位 小笠原 富雄
１５００Ｍ
予選 小笠原 富雄
３０００ＭＳＣ 予選 小笠原 富雄
１６００ＭＲ 予選 大槻 和磨→長谷川→小笠原→加藤 純平
陸上○仙南総体 女子
陸上◎県総体 女子
１００Ｍ
１位
小野 亜也加（３年円田中）４００Ｍ
４位
小野 亜也加
４００Ｍ
１位
小野 亜也加
４００ＭＨ
４位
小野 亜也加
４００ＭＨ
２位
小野 亜也加
祝 両種目 東北大会進出！！
テニス○仙南総体
男子 シングルス 優勝！
ダブルス
準優勝
女子 シングルス 第３位
団体 準優勝！ 山家
大沼
テニス◎県総体

髙橋 拓希（３年白石中）
髙橋 拓希・三浦司（１年白石東中）組
山家 美咲（３年円田中）
美咲・武藤ひとみ（３年遠刈田中）
・
栞（３年円田中）
・湯野川美咲（１年白石南中）

男子 団体 １回戦 蔵王高校 １－２ 仙台二高校 惜敗
シングルス 第４位！ 髙橋 拓希（３年白石中）祝 東北大会進出！！
２回戦 三浦 司
１回戦 猪野 優司，鈴木 清丸，和田 優作，佐藤 聖也
ダブルス
ベスト１６！ 髙橋 拓希・三浦 司 組
１回戦 猪野 優司・和田 優作組，鈴木 清丸・佐藤 聖也組
女子 団体 １回戦 蔵王高校 ０－２ 多賀城高校 惜敗
シングルス
３回戦進出 山家 美咲
ダブルス
１回戦 山家 美咲・大沼 栞 組
武藤 ひとみ・湯野川美咲 組
卓球○仙南総体
男子 学校対抗戦 決勝 蔵王高校 １－３ 白石工業高校
惜敗 堂々準優勝！で県大会へ
シングルス 優勝！ 制野 彩人（２年円田中）
２位！ 谷村 謙 （３年村田一中）
３回戦 横山 友亮
２回戦 佐藤 聡哉
ダブルス
優勝！ 谷村 謙・制野 彩人組
３回戦
佐藤 聡哉・横山 友亮組
女子 シングルス ベスト８！ 我妻 愛（３年円田中）
卓球◎県総体
学校対抗戦 男子 ４回戦 蔵王高 ０－３ 古川学園高 ベスト８！
シングルス 男子 ベスト８！ 制野 彩人 祝 東北大会進出！！ ２回戦 谷村 謙
女子 ２回戦 我妻 愛
ダブルス
１回戦 谷村謙・制野彩人組

バドミントン○仙南総体
男子 ダブルス
１回戦
菊池 健一・鈴木 俊樹組，村上 友哉・三浦 拓海組
シングルス １回戦
菊池 健一，鈴木 俊樹，村上 友哉，三浦 拓海
女子 団体戦
１回戦
蔵王高校 ０－３ 大河原商業高校 惜敗
ダブルス ２回戦
日下 采芽・山田 沙梨菜組
１回戦
大野 由加・八島 彩組，我妻 理紗・水戸 美希組
シングルス ２回戦

大野 由加，八島 彩，山田 沙梨菜，
我妻 理紗，水戸 美希
日下 采芽

１回戦
バドミントン◎県総体
男子 ダブルス
１回戦 村上 友哉・三浦 拓海組
シングルス １回戦 菊池 健一，村上 友哉，三浦 拓海

女子 学校対抗戦 １回戦 蔵王高校 ０－３ 仙台二高 惜敗
上：地区・県総体
ダブルス
１回戦 日下 采芽・山田 沙梨菜組，
報告会での菊池部長
大野 由加・八島 彩組
右：運動部壮行式
我妻 理紗・水戸 美希組
での男子部員
シングルス １回戦 山田 沙梨菜，日下 采芽，
大野 由加，八島 彩

バスケットボール○仙南総体
女子
対 亘理高校 負
男子 対 名取北高校 負
対 柴田高校 負
対 宮城農業高校 負
女子は少人数ながら，男子はユニホームを新調し気合いを入れて
臨んだ大会で，どちらもベストを尽くし善戦しました！

～白球を追って～ 熱闘！野球部報告
野球部（硬式）
４月１９日（土）と４月２７日（日）に行われました。
（場所：名取市民球場）
○春季大会地区予選
蔵王高校 １－１３ 仙台南高
（５回コールド）
敗者復活戦
蔵王高校 ０－１３ 大河原商業高 （５回コールド）
多数の保護者の方や卒業生（野球部ＯＢ）も駆けつけて，熱い応援をいただきました。

夏の大会に向けて頑張ってください！期待しております。

