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令和３年度

◆吹奏楽

・宮城県吹奏楽コンクール予選 仙台青葉・泉地区大会 金賞 （祝☆県大会出場））

・宮城県吹奏楽コンクール 金賞・海鉾義美賞（最優秀賞）受賞 （祝☆東北大会出場）

◆女子バスケットボール

・１回戦 対西多賀 ９１−４１ 勝利

・２回戦 対大河原 ８９ー５２ 勝利

・３回戦 対利府西 ８７−４０ 勝利

・準決勝 対古川東 ７８−５０ 勝利

・決勝 対五橋 ６８−６７ 優勝 （祝☆東北大会出場）

◆男子バスケットボール

・２回戦 対増田 ４２−６１ 勝利

・３回戦 対東北学院 ２７−７１ 惜敗

◆男子卓球

〈団体〉

・２回戦 対しらかし台 １－３ 惜敗

〈個人〉

・３年男子 ２回戦 対稲井 １－３ 惜敗

・３年男子 ２回戦 対河南 １－３ 惜敗

・３年男子 ２回戦 対岩沼西 ３－２ 勝利

３回戦 対東華 ０－３ 惜敗

◆女子卓球

〈個人〉

・３年女子 １回戦 対多賀城 ３－１ 勝利

２回戦 対仙台中田 ０－３ 惜敗

◆新体操

〈個人〉

・３年女子 種目別リボン ６位入賞
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◆女子ソフトテニス

〈団体〉

・１回戦 対登米中田 ２−１ 勝利

・２回戦 対松山 ２−１ 勝利

・３回戦 対築館 １−２ 惜敗

〈ダブルス〉

・１年女子ペア

１回戦 対河南西 ４−１ 勝利

２回戦 対玉川 ４−１ 勝利

３回戦 対東和 ２−４ 惜敗

・２年＆３年女子ペア

２回戦 対郡山 ４−１ 勝利

３回戦 対志波姫 ４−２ 勝利

４回戦 対富谷第二 １−４ 惜敗

◆男子ソフトテニス

〈団体〉

・１回戦 対石巻 ２−１ 勝利

・２回戦 対成田 ０−３ 惜敗

◆女子バドミントン

〈団体〉

・１回戦 対登米中田 ０−２ 惜敗

〈個人〉

・３年女子

２回戦 対愛宕 ２−０ 勝利

３回戦 対西山 ０−２ 惜敗

〈ダブルス〉

・３年女子ペア

２回戦 対登米中田 ２−０ 勝利

３回戦 対古川南 ０−２ 惜敗

◆男子バドミントン

〈団体〉

・１回戦 対荒浜 １−２ 惜敗
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〈個人〉

・３年男子

１回戦 対富沢 ２−１ 勝利

２回戦 対東和 ０−２ 惜敗

〈ダブルス〉

・３年男子ペア

２回戦 対北角田 １−２ 惜敗

◆野球

・１回戦 対松島 ８−４ 勝利

・２回戦 対河南西 ２−１ 勝利

・準々決勝 対岩沼 ０−４ 惜敗（ベスト８）

◆ソフトボール

・１回戦 対岩切 ６−１２ 惜敗

◆陸上競技

・女子 低学年４×１００ｍリレー 準決勝 惜敗

・２年女子 ８００ｍ 準決勝 惜敗

・３年女子 四種競技 第５位入賞

・３年男子 走高跳 予選 惜敗

・３年男子 走幅跳 予選 惜敗

・３年男子 砲丸投 決勝 惜敗

◆水泳

・女子 ４×１００ｍフリーリレー ８位入賞

・女子 ４×１００ｍメドレーリレー 予選 惜敗

・２年女子 １００ｍバタフライ ２位 （祝☆東北大会出場）

２００ｍバタフライ ６位入賞

・３年女子 １００ｍ平泳ぎ 予選 惜敗 ／ ２００ｍ平泳ぎ 予選 惜敗

・２年女子 １００ｍ自由形 予選 惜敗 ／ ２００ｍ個人メドレー 予選 惜敗

・２年女子 １００ｍ背泳ぎ 予選 惜敗

・１年女子 ５０ｍ自由形 予選 惜敗 ／ １００ｍ自由形 予選 惜敗

・３年男子 １００ｍ自由形 予選 惜敗

・２年男子 ２００ｍ個人メドレー 予選 惜敗

・２年男子 ２００ｍ個人メドレー 予選 惜敗

・１年男子 ２００ｍ個人メドレー 予選 惜敗
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・１年男子 １００ｍ平泳ぎ 予選 惜敗

◆剣道

〈男子団体〉

・第１試合 対白石 ４−０ 勝利

・第２試合 対利府西 ０−２ 惜敗

〈男子個人〉

・３年 第１試合 対東華 １−０ 勝利

第２試合 対岩沼西 ０−１ 惜敗

◆体操競技

２年男子 入賞ならず

◆柔道

２年男子 ６６ｋｇ級 ２回戦 惜敗


