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６月１１日(土）～１４（火）までの４日間，仙台市中学校総合体育大会が開催されました。
どの部活動も日頃の練習の成果を十分に発揮し成果を挙げました。また，応援も中総体前日まで

練習を重ね，野球部の応援を懸命に行いました。特に４日目シェルコムでの圧巻の全校応援は選手
たちの力となって素晴らしい試合を後押ししました。
市中総体の結果は以下のとおりです。

○サッカー
一回戦 １－０対台原中 快勝
二回戦 ０－１対第一中 惜敗
優秀選手 ３年男子

○バドミントン女子 団体戦
一回戦 ２－０ 対尚絅中 快勝
二回戦 ２－１ 対桜丘中 快勝
準決勝 ０－２ 対第一中 惜敗

ベスト４ 県大会出場
個人戦
シングルス ３年女子

ベスト８ 県大会出場
ダブルス ３年女子２名

準優勝 県大会出場
○バドミントン男子 団体戦
一回戦 ２－０ 対台原中 快勝
二回戦 ０－２ 対三条中 惜敗

○ソフトテニス男子 団体戦
一回戦 ０－３ 対第一中 惜敗
個人戦
３年男子２名ペアベスト１６

○ソフトテニス女子 団体戦
一回戦 ３－０ 対中山中 快勝
二回戦 ０－２ 対第一中 惜敗
個人戦
３年女子ペア ２パート ベスト１６

○バスケットボール男子
一回戦 36－53 対広瀬中 惜敗

○バスケットボール女子
一回戦 56－27 対吉成中 快勝
二回戦 78－41 対三条中 快勝
準決勝 38－45 対桜丘中 惜敗

ベスト４ 県大会出場
○卓球男子 予選リーグ
１－３ 対五橋中 惜敗 １－３ 対仙台二中惜敗
３－２ 対三条中 快勝
予選リーグ １勝２敗 第三位
個人戦
３年男子 ベスト１６

○卓球女子 団体戦 予選リーグ
２－３ 対広瀬中 惜敗 ３－０ 対北仙台中快勝
２－３ 対台原中 惜敗
予選リーグ １勝２敗 第三位
卓球女子個人戦 ３年女子 優勝 県大会出場

○体操
ゆか 第５位，跳馬 第４位
平均台 第７位 総合第７位
1年女子 県大会出場

○ソフトボール 予選リーグ
１１－ ７ 対桜丘・吉成 快勝
２－１１ 対第一中 惜敗
予選リーグ ２位
準決勝 3－13 対広瀬中 惜敗 ３位

優秀選手 3年女子３名

○剣道男子 団体戦
予選リーグ２位 決勝トーナメント
一回戦 １－２ 対第一中 惜敗
県大会出場決定戦
一回戦 ３ー１ 対附属中 快勝
決定戦 ２－１ 対吉成中 快勝 県大会出場

○剣道 女子団体戦戦
予選リーグ １位
決勝トーナメント
一回戦 ４－１ 対中山中 快勝
準決勝 １ー４ 対三条中 惜敗

ベスト４ 県大会出場
個人戦

3年女子 準決勝敗退
ベスト４ 県大会出場

○柔道 男子81kg級
1年男子 一回戦 対六郷中 快勝

準決勝 対将監東中惜敗
ベスト４ 県大会出場

○陸上競技
男子 走幅跳 2年男子 県大会出場
走高跳 3年男子 160cm 10位 県大会出場
女子１００ｍ 3年女子 ３位 県大会出場
女子四種競技 2年女子 ５位 県大会出場
女子走高跳 ２年女子 ５位 県大会出場

○野球
準決勝 ７－０ 対台原中 快勝
決勝 ２－３ 対第一中 惜敗
優秀選手 ３年男子
功労賞 ３年男子



市中総体選手激励会・報告会
６月７日(火)中総体に出場する選手の激励会が行

われました。会では，各部の選手紹介や抱負が発表
され，全力を出し切ろうという強い意志が感じられ
ました。それに応えて
応援団を中心に全校生
徒から惜しみないエー
ルが送られました。全
校生徒が一つになった
決意と励ましにあふれ
る会となりました。
学校公開日というこ
ともあり，大変多くの
保護者の皆様にお集ま
りいただきました。あ
りがとうございまし
た。
市中総体開けの１５

日（水）に報告会が行
われました。入賞者の
表彰の後，各部から結
果報告がありました。
思いどおりの成果を収
められなかった部は，今
までの感謝と後輩への激
励をのべました。県大会
へ向かう部は決意表明
し，上中生らしい爽やか
で温かい思いの伝わる会
となりました。

水泳の中総体は６月２２日（水）２３日（木）グラン
ディで，杉の子卓球（特別支援卓球大会）は６月２５
日（土）青葉体育館でそれぞれ予定されています。

６月21日（火）
今年度最初の避難
訓練が行われまし
た。今回は５時間
目に防災に関する
授業を各学年で行
い，６時間目は地震を想定した避難訓練を行
いました。４分以内に全生徒が速やかに避難
するすることができました。その後，各地区
に分かれ集団下校訓練を行いました。
今年は，町内会の方にも参観いただきま

した。訓練の最後に連合町内会長の七井様
から５年前の震災時の上中生の活躍を通し
て，日頃の訓練が実際の震災時の行動に生
かされるとのお話をいただきました。
教員が誘導して，危険箇所等を確認しながら

集団で下校しました。各地域の様子を知り，
災害時だけでな
く子供たちを安
全に家庭に帰す
ための訓練とし
てこれからも続
けていきたいと
思います。

６月の行事予定
２２ (水) 市水泳大会，職員会議，部活中止
２３ (木) 市水泳大会，部活中止
２４ (金) 中間考査，部活中止

～7月6日合唱強化期間
２５ (土) 特別支援卓球大会(青葉体育館)
２７ (月) 学級の日，部活中止，杉の子学級振休

７月の行事予定
１（金) 学年合唱練習会
５（火) 各種委員会
７（木) 合唱祭（川内萩ホール）
８（金) 全校生徒委員会

１２（火) 学年PTA・学級懇談
１３ (水) 職員会議，部活中止
１９（火) PTAあいさつ運動
２０（水) 全校集会
２１（木) 夏季休業日(～8/24)

教育相談・家庭訪問(～7/29)
２２（金) 県中総体（～7/26）

８月の行事予定
２２（月) ～２４（水)３年登校日
２５（木) 夏休み明け全校集会，駅伝壮行会
２６（金) 各種委員会
２９（月) 期末考査（１日目）
３０（火) 期末考査（２日目）
３１（水) 市駅伝大会，学級の日，部活中止

６月１５日５・６校時に防犯教室が開かれま
した。仙台北警察署の生活安全課の若生さんを
お招きして開催しました。
薬物乱用の話を中心に子供たちの身の回り

に潜む多くの危険について具体的な例を通じ
て分かりやすくお話いただきました。
子供たちは

そのような危険
を知って自らの
身を守ることの
大切さを感じる
ことができま
した。

優良PTA団体表彰！！

過日行われた平成２８年度優良PTA団体表彰

選考会において,本校PTAが「日本PTA全国協議

会会長表彰」を受賞することが決定いたしま

した。「あいさつ運動」や「一人一役」など

日頃の熱心なPTA活動が評価された結果だと思

います。また，昨年のPTA広報誌

「かみすぎやま」も金賞に選ば

れました。

PTAの皆様の活躍に感謝する

と共に受賞を心からお喜び

申し上げます。


