
今週末はいよいよ大北総体です。３年生にとってはこれまでの練習を積み重ねてきた集
大成となる大会となります。自分の最高のプレー、走り、跳躍を目指し、ベストを尽くし
てほしいと思います。これまで一緒に頑張ってきた仲間やチームに誇りをもち、一中生全
員がそれぞれの会場で力を１００％発揮できるよう応援しています。フレーフレー一中！
頑張れ一中生！

期日：１８日（土） 会場：合川中学校体育館
団体戦 ９：３０～

個人戦 団体戦終了後開始 男子団体 大館一 大館東 鷹巣
男子７名 女子２名出場 ３校によるリーグ戦 優勝校が全県総体出場
上位４名が全県総体出場

優勝チームが全県総体出場！
大館北秋田２区

１９日

１０：００
期日：６月１８日（土）、１９日（日）

１８日
予備日 ２０日（月）、２１日（火）

９：００ １１：３０
会場：大館市達子森公園野球場

１ ２ ３ ４
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図南万里
と なん ばん り

教育目標 より深く考え 自己を磨き 未来

をたくましく生きる 生徒の育成

○活力のある一中生

○団結力のある一中生

○優しく力強い一中生

優勝校が全県総体出場
予選第１ブロック【田代、大館東、下川沿】
予選第２ブロック【大館一、比内、鷹巣】
決勝Ｔ

Ａ４
Ａ２ Ａ３

Ａ１ Ｂ１
１ブロ １ブロ ２ブロ １ブロ ２ブロ ２ブロ
１位 ３位 ２位 ２位 ３位 １位

19日（日）決勝リーグ

Ｂ２ 大館東 対 鷹巣

Ｂ３ 大館一 対 鷹巣

Ｂ３ 大館東 対 大館一

上位２チームが全県総体出場



会場：タクミアリーナ

期日：１８日（土） 会場：合川中学校柔道場
団体戦 ９：２０～ 個人戦 １０：２０～ 男子１０名 女子７名出場

男子は各階級上位２名が、女子は全員が全県総体出場

上位２校が 全県総体出場
全県総体出場 確定

男子上位１チーム、女子上位２チームが全県総体出場！

１９日（日）女子決勝リーグ A1・B1 9:00～ A3・B3 13:00～

Ａ４ A1 A4勝者 対 B4敗者 B1 A4敗者 対 B4勝者

１５：００ A3 A4勝者 対 B4勝者 B3 A4敗者 対 B4敗者

1８日(土)のＡ４・Ｂ４から決勝リーグとなります。
Ａ２ Ｂ２

１１：００ １１：００ １8日 Ａ４ Ｂ４
１９日

１５：００ １５：００
１８日

Ａ３ Ａ１ Ａ２ Ｂ２ Ｂ１

13：00 9：00 11：00 11：00 9:00

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

期日：１８日（土）個人戦 男子２９名 女子１９名出場
男女とも上位８名が全県総体出場

１９日（日）団体戦
会場：大館市田代体育館

大館南 北 陽 田 代 鷹 巣

鷹 巣 下川沿 成 章 比 内
比 内 大館東

大館一 大館東
田 代 大館一

男女とも上位２チームが全県総体出場！



期日：１８日（土）・１９日（日）
会場：鷹巣陸上競技場

☆男子 ☆女子
・１年100ｍ 佐々木結生 田畑陸斗 ・１年100ｍ 佐藤璃歩 竹村唯花

長崎龍飛 ・２年100ｍ 荒谷 叶
・２年100ｍ 小山瑞貴 平子羚翔 ・３年100ｍ 佐藤愛梨 高橋璃子
・３年100ｍ 石垣和真 川上あすか
・共通800ｍ 佐藤佑真 ・共通200ｍ 濵松歩望 三澤華奈
・１年1500ｍ 笹森琉仁 羽沢琉飛 ・共通800ｍ 松本悠莉 佐々木嘉緒
・２・３年1500ｍ 伊藤 尽 石垣智大 ・１年1500ｍ 田中雅姫
・共通3000ｍ 佐々木悠里 ・２・３年1500ｍ 片岡咲貴 湯瀬陽ノ依
・共通走幅跳 藤原歩夢 下山翔馬 ・共通100ｍＨ 加賀谷綺水 日景 歌
・低学年4×100ｍＲ ・共通走高跳 奈須莉音

下山翔馬 佐藤佑真 佐々木結生 ・共通走幅跳 齋藤夏海 今村百花
田畑陸斗 ・低学年4×100ｍＲ

・共通4×100ｍＲ 荒谷 叶 奈須莉音 今村百花
石垣和真 石垣智大 藤原歩夢 竹村唯花
笹森琉仁 ・共通4×100ｍＲ

佐藤愛梨 川上あすか 濵松歩望
齋藤夏海

各種目上位２名と標準記録突破者が 各種目上位４名と標準記録突破者が
全県総体出場 通信陸上競技大会出場

期日：１８日（土）団体戦
１９日（日）個人戦
男子 ８組１５名出場

会場：高館テニスコート 女子 ７組１３名出場
男子は上位８組、女子は上位６組が全県総体出場 男女上位２組は東北大会出場

予選リーグ 予選リーグ
Ａリーグ 大館東 比内 森吉 Ａリーグ 大館一 北陽 鷹巣
Ｂリーグ 大館一 北陽 国際情報 鷹巣 Ｂリーグ 森吉 比内 国際情報 大館東

男女とも優勝校が全県総体出場！

男子決勝トーナメント

Ａ Ｂ Ａ Ｂ
１位 ２位 ２位 １位

女子決勝トーナメント

Ａ Ｂ Ａ Ｂ
１位 ２位 ２位 １位



期日：１９日（日）
会場：花岡総合スポーツ公園多目的プール

☆男子
・50ｍ自由形 ・100ｍバタフライ

北郷仁寛 武田琉玖 伊藤奨真 岩沢一輝 田中琉聖 加賀谷正真
・100ｍ自由形 ・200ｍバタフライ

北郷仁寛 相馬秀斗 野呂響希 岩沢一輝 田中琉聖 加賀谷正真
・200ｍ自由形 ・200ｍ個人メドレー

児玉獅 相馬秀斗 野呂祐希 岩沢一輝 野呂祐希 伊藤奨真
・400ｍ自由形 ・400ｍ個人メドレー

児玉獅 石山澄海 小松海道
・1500ｍ自由形 ＊チームを編制し、4×100ｍフリーリレー

小松海道 とメドレーリレーに出場予定です。
・100ｍ背泳ぎ

虻川真梛斗 山内謙槙 成田真翔 ☆女子
・200ｍ背泳ぎ ・400ｍ自由形 伊藤明子

虻川真梛斗 山内謙槙 成田真翔 ・800ｍ自由形 伊藤明子
・100ｍ平泳ぎ

笹川駿太 菅原颯真 石山澄海 各種目とも３位入賞または標準記録突破
・200ｍ平泳ぎ 者が全県総体出場となります。

笹川駿太 菅原颯真 野呂響希

来週の予定

20日(月) 振替休業日 23日(木) 大北総体報告会 教科相談①
21日(火) 振替休業日 ＰＴＡ文教部会②(図書室)18:00～
22日(水) 部活動休止期間(第１回一斉テスト) ２－４保育園実習(神明こども園)

～28日(火)まで 24日(金) 教科相談②
部活動一斉ミーティング ２－６保育園実習(神明こども園)

６月４日（土）ほくしか鹿鳴ホールで行われた大館地区吹奏楽祭で、今年も一中吹奏楽
部が大トリを務めました。今年度の演奏曲は、コンクールの課題曲であるマーチ「ブルー
・スプリング」と「ウエストサイドストーリーメドレー」の２曲でした。わずか１０分程
度の演奏でしたが、これまでの練習の成果をステージで一生懸命表現しようとする姿勢が
伝わる素晴らしい演奏でした。
今週の大北総体では、吹奏楽部員にとっても初めての野球応援、スタンドでの演奏も行

う予定です。頑張れ吹奏楽部！


