
大北秋季・春季から、課題をもって取り組んできた練習の成果を思う存分発揮して戦っ
た大北総体。３年生にとっては、３年間の集大成となる大きな晴れ舞台でした。「この仲
間 このチームに誇りを！」のスローガンのもと、自分と仲間を信じて一生懸命走り、跳
び、プレーした一中生たち。一中生の強みである「ここぞというときの底力と団結力」を
示し、それぞれがもてる力のすべてを出し尽くして、素晴らしい成績を収めました。７月
１６日（土）から３日間にわたって行われる全県総体での活躍も楽しみになってきました。
また、善戦しながら惜しくも敗れ、目標を果たせなかった選手やチームもありました。１
・２年生には先輩たちの果たせなかった思いをしっかりと引き継ぎ、確かな目標をもって
新チームの活動をスタートさせてほしいと願っています。
今大会で引退となる３年生の皆さん、今後は後輩の育成や進路目標の実現に向け、気持

ちを切り替えて頑張っていってほしいと思います。お疲れ様でした。
保護者の皆様の選手の移送や温かい応援、選手のサポートなど、ありがとうございまし

た。今後もどうかお願いいたします。

○野球競技（達子森公園野球場）大北２区準優勝
準決勝 大館一９－７ＫＪ・下川沿 決勝 大館一０－１北陽

○バスケットボール競技（タクミアリーナ）
男子準優勝

準決勝 大館一９４－５１北陽 決勝 大館一５３－７５大館東
女子優勝 ※全県出場

１回戦 大館一５５－３５合川
決勝リーグ 大館一７９－４７森吉 大館一５５－５０鷹巣

大館一７０－３２大館東

○バレーボール競技（鷹巣体育館）
男子第３位

大館一０－２鷹巣
大館一０－２大館東

女子第３位
女子予選リーグ 大館一２－０比内 大館一０－２鷹巣
決勝トーナメント１回戦 大館一２－１下川沿 準決勝 大館一０－２田代

○卓球競技（田代体育館）
男子団体準優勝 ※全県出場

乾凌嘉 大塚凛 武田裕明 畠山羽唯人 伊藤壮寿 山本啓吾 山田諒臥
水口滉大
１回戦 大館一３－１大館東 準決勝 大館一３－１下川沿
決勝 大館一０－３大館南
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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



女子団体第３位
山口里奈 平泉結衣 松澤未琉 山内華恋 戸田桜花 畠山真絢 小畑美々
長田日菜
１回戦 大館一３－０成章中 準決勝 大館一１－３田代

男子個人
３位 大塚凛 水口滉大
５位 乾凌嘉 ※３名全県出場
９位 畠山羽唯人 瓜田龍信 菅原双葉 武田裕明 伊藤壮寿

女子個人
優勝 長田日菜 ※全県出場
９位 松澤未琉 畠山真絢 小畑美々

○剣道競技（合川中学校体育館）
男子団体準優勝

畠山一紗 菅原凛 市川凜來 鎌田敦也 齋藤空澄 佐藤翔斗 亀山海瑠
宮崎太陽

○柔道競技（合川中柔道場）
男子団体優勝 ※全県出場

畠山由裕 杉江優雅 田中楓 木村優輝 三ヶ田優希 上村勇貴 齊藤斗希哉
吉成理比人

男子個人
優勝 畠山由裕 吉成理比人 三ヶ田優希 杉江優雅 田中楓
準優勝 木村優輝 ※６名全県出場
３位 上村勇貴 齊藤斗希哉 菅原琉

女子団体 優勝 ※全県出場
奥村胡桃 田中愛莉 熊谷小雪 菅原詩織 木村莉温

女子個人 ※全員全県出場
優勝 佐藤美桜稟 奥村胡桃 田中愛莉

齋藤杏菜
準優勝 木村莉温 熊谷小雪
３位 菅原詩織

○陸上競技 ※全県出場 ＊県通信陸上出場
男子総合２位 ５１点
男子

１年 １００ｍ ２位 佐々木結生 １２秒８４ ※＊
２年 １００ｍ ３位 小山瑞貴 １２秒２１ ※＊
３年 １００ｍ １位 石垣和真 １１秒９３ ※＊＊共通200ｍも
共通 ８００ｍ ３位 佐藤佑真 ２分３５秒４７ ※＊
１年１５００ｍ １位 羽沢琉飛 ４分５９秒５３ ※＊

２位 笹森琉仁 ４分５９秒８５ ※＊
2･3年１５００ｍ ２位 石垣智大 ４分１８秒６１ ※＊＊共通3000mも
共通３０００ｍ ３位 佐々木悠里 １０分３５秒０４ ※＊
共通走幅跳 ４位 藤原歩夢 ４ｍ７４ ※
低学年４×１００ｍＲ ３位 ５２秒６２ ※＊メンバー変更あり

田畑陸斗 佐々木結生 佐藤佑真 下山翔馬
共通４×１００ｍＲ ２位 ４７秒０４ ※＊メンバー変更あり

小山瑞貴 石垣和真 平子羚翔 石垣智大
女子総合８位 ２３点
女子

１年 １００ｍ ６位 竹村唯花 １４秒２７ ＊
３年 １００ｍ ４位 佐藤愛梨 １４秒２１ ※＊

６位 川上あすか １４秒３４



共通 ２００ｍ １位 濵松歩望 ２８秒０１ ※＊
共通 ８００ｍ ６位 松本悠莉 ２分３８秒９３
共通１５００ｍ ７位 片岡咲貴 ５分２６秒３２ ＊
共通走高跳 ４位 奈須莉音 １ｍ１５ ※＊
低学年４×１００ｍＲ ４位 ５７秒３７ ※＊メンバー変更あり

奈須莉音 竹村唯花 今村百花 荒谷叶
共通４×１００ｍＲ ２位 ５４秒０５ ※＊メンバー変更あり

川上あすか 濵松歩望 齋藤夏海 佐藤愛梨

○ソフトテニス競技（高館公園テニスコート）
男子団体準優勝

工藤大暉 佐藤大雅 渡部駿 内田幸輝
阿部星夏 岩沢陽飛 船木颯人 兜森陸央

男子個人 ※２組が全県出場
第２位 渡部 駿・内田幸輝 組
第３位 工藤大暉・佐藤大雅 組

女子団体優勝 ※全県出場
山内叶愛 佐藤紗空 今川咲桜 下總沙姫 福岡心月 岩沢陽菜 本多優育
奥寺唯芽

女子個人 ４組が全県出場
第１位 山内叶愛・佐藤紗空 組
第３位 今川咲桜・下總沙姫 組
第３位 福岡心月・岩沢陽菜 組
第５位 一関聖音・大川芹奈 組

○水泳競技（花岡総合運動公園多目的プール）※全県大会参加標準記録突破者
男子総合優勝（５連覇）９６点
男子

５０ｍ自由形
４位 北郷仁寛 ２７秒４１ ※
５位 武田琉玖 ２７秒９１ ※
７位 伊藤奨真 ３１秒２８ ※

１００ｍ自由形
５位 北郷仁寛 １分００秒０３ ※
６位 相馬秀斗 １分１２秒３６ ※
９位 野呂響希 １分１７秒１４ ※

２００ｍ自由形
５位 児玉獅 ２分３８秒２２ ※
７位 相馬秀斗 ２分４９秒７２ ※
８位 野呂祐希 ３分０４秒１０

４００ｍ自由形
５位 児玉獅 ５分３２秒８２ ※
７位 石山澄海 ６分３１秒２３

１５００ｍ自由形
３位 小松海道 １７分４９秒０３ ※

１００ｍ背泳ぎ
１位 成田真翔 １分０２秒３２ 大会新※
３位 山内謙槙 １分０７秒２３ ※
７位 虻川真梛斗 １分２０秒０８ ※

２００ｍ背泳ぎ
１位 成田真翔 ２分１５秒６２ 大会新※
２位 山内謙槙 ２分２１秒４３ ※
５位 虻川真梛斗 ２分５３秒９６ ※



１００ｍ平泳ぎ
３位 笹川駿太 １分２３秒６６ ※
６位 菅原颯真 １分３０秒０６
７位 石山澄海 １分３５秒４９

２００ｍ平泳ぎ
４位 笹川駿太 ３分０８秒２４ ※
５位 菅原颯真 ３分１８秒７４ ※
６位 野呂響希 ３分２４秒９６ ※

１００ｍバタフライ
１位 加賀谷正真 １分０３秒５１ ※
４位 岩沢一輝 １分１４秒７５ ※
６位 田中琉聖 １分１７秒２７ ※

２００ｍバタフライ
１位 加賀谷正真 ２分２０秒０２ 大会新※
４位 岩沢一輝 ２分４９秒８９ ※
６位 田中琉聖 ２分５７秒８１ ※

２００ｍ個人メドレー
６位 武田琉玖 ２分４０秒９３ ※
７位 伊藤奨真 ２分５６秒９８ ※
10位 野呂祐希 ３分２２秒４３ ※

４００ｍ個人メドレー
２位 小松海道 ５分１６秒１８ ※

４００ｍフリーリレー ２位 ３分５５秒０９ ※
成田真翔 北郷仁寛 加賀谷正真 山内謙槙

４００ｍメドレーリレー ２位 ４分１８秒６１ ※
山内謙槙 小松海道 加賀谷正真 成田真翔

女子総合６位 １０点
女子

４００ｍ自由形 ２位 伊藤明子 ５分１２秒１１ ※
８００ｍ自由形 ２位 伊藤明子 １０分３８秒２７ ※

全県総体・通信陸上出選手については、後日正式に学校報にて紹介いたします。

来週・７月の予定Part1

６月 ５日(火) ハチ公エンジェルス挨拶運動
27日(月) 部活動休止期間～28日(火) ３年実力テスト② IB集会リハ

5時間授業 職員会議 学校徴収金等口座振替日
28日(火) 教科相談③ 第２２９回鳳雛講座 石田健佑さん

石塚章SC来校日14:00～17:00 (株)リセット＆マラソン代表取締役

大館地区保護司会挨拶運動 ６日(水) フッ化物洗口 部活動休養日
29日(水) 第1回一斉テスト 指定訪問②(生徒指導)

部活動休養日 専門委員会 北海道別海町教育視察
30日(木) ２－３保育園実習(神明こども園) ７日(木) 安全指導② ＩＢ集会(６校時)

世田谷教諭団授業視察～7/1(金) ２－４保育園実習(城南保育園)
７月 全県総体・吹奏楽激励会
１日(金) 部活動休止日・午前授業 ８日(金) 漢字検定

～12:50退校完了 石塚章SC来校日13:00～17:00
（一中学区小中連携研究会のため） ９日(土) 吹奏楽コンクール県北地区大会

２日(土) 吹奏楽部合評会15:00～17:00 （能代市文化会館）
３日(日) 部活動休止日 12日(火) ２年お仕事博覧会

英語検定二次試験本校会場 (大中公・ほくしか鹿鳴ホール)
４日(月) ２－５保育園実習(城南保育園)



７月の予定Part２

７月
13日(水) フッ化物洗口 部活動休養日 21日(木) 3年性教育講座

小中合同挨拶運動① 22日(金) 部活動休止日
14日(木) 情報モラル教室 一斉退校日
15日(金) 大掃除・ワックス作業 １学期終業式

石塚章SC来校日13:00～17:00 吹奏楽県大会・東北・大北駅伝・激励会

16日(土) 全県総体～18日(月) 23日(土) 県通信陸上(県営)～24日(日)
陸上競技(県営)水泳(県立プール) 夏休みスタート～8/24(水)まで
バスケットボール(ＣＮＡ) 25日(月) 二者・三者面談スタート
ソフトテニス(高館) 26日(火) 市子どもサミット代表者会議
卓球(タクミアリーナ) (比内支所)千葉翔さん･木村千洋さん

柔道(県立武道館) 27日(水) 部活動休養日 花輪高校体験入学
サッカー(ソユー・あきぎん・SPDF) 28日(木) 十和田高校体験入学

18日(月) 海の日 29日(金) 秋田北鷹・能代・小坂高校体験入学

20日(水) フッ化物洗口 部活動休養日 30日(土) 吹奏楽コンクール秋田県予選
第230回鳳雛講座 倉内英行さん （秋田市文化会館）

ニューロング秋田(株) 浅利純子杯争奪鹿角駅伝(鹿角市)

一中生スナップ！～大北総体野球応援より～



一中生スナップ！～大北総体・激励会より～


