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野球，女子卓球団体・個人祝優勝
陸上女子４種競技
ソフトボール，剣道女子団体，団体 第３位

以上県大会出場男子バスケットボール
体操女子総合ほか個人 第２位
陸上女子走高跳び，砲丸投げ第３位
陸上男女，バドミントン男女，ソフトテニス男女県大会出場

市中総体における各部活動の記録
○野球 バドミントン優勝 県大会出場 ○
２回戦 １－０ 大沢中 快勝！ 団体戦
準決勝 ５－２ 五城中 快勝！ 男子 １－２ 第二中 惜敗
決勝戦 ３－２ 桜丘中 快勝！ 女子 ０－２ 南吉成中 惜敗

個人戦○サッカー
１回戦 ３－６ 附属中 惜敗 男子ダブルス ＵＲ･ＧＪ 県大会出場
優秀選手 ＦＴ 女子シングルス ＮＫ 県大会出場

○ソフトボール ○バスケットボール男子３位 県大会出場
予選リーグ ２回戦 ５３－３７ 大沢中 快勝！

８－５ 第一中 快勝！ 準々決勝 ７１－５５ 第一中 快勝！
８－５ 桜丘中 快勝！ 準決勝 ４３－７３ 三条中 惜敗

準決勝 ２－３ 南吉成中 惜敗 男子第３代表決定戦
第３代表決定戦 ６６－４８ 南吉成中 快勝！

９－２ 第一中 快勝 県大会出場
○バスケットボール女子優秀選手 ＨＭ ＭＡ

○ ２回戦 ８７－２１ 附属中 快勝！ソフトテニス
団体戦 準々決勝 ４９－６３ 南吉成中 惜敗
男子２回戦 １－２ 北仙台中 惜敗 女子第５代表決定トーナメント
女子１回戦 １－２ 第一中 惜敗 ６１－３７ 折立中 快勝！
個人戦 ３ペア県大会出場 女子第５代表決定戦
男子５位 ＭＹ･ＮＹ ４５－６０ 吉成中 惜敗

○卓球女子５位 ＡＭ・ＳＭ ＵＲ･ＫＮ
団体戦予選ブロック○陸上競技

女子４種競技 １位 ＩＡ 県大会出場 男子Ａブロック 予選リーグ敗退
女子走り高跳び ３位 ＡＫ 県大会出場 １－３ 台原中 惜敗
女子砲丸投げ ３位 ＫＡ 県大会出場 ０－３ 五橋中 惜敗
女子走り幅跳び ５位 ＮＡ 県大会出場 女子Ｃブロック 予選リーグ１位
女子１年 ｍ 位 ＴＵ 県大会出場 ３－０ 南吉成中 快勝！1500 12
男子４× Ｒ ４位 ＡＹ･ＭＪ･ＩＭ･ＳＲ ３－０ 折立中 快勝！100m
男子２年 ６位 ＫＴ 県大会出場 女子決勝トーナメント100m

!!男子走り幅跳び ８位 ＡＹ 県大会出場 決勝戦 ３－０ 第一中 快勝！ 優勝
同 位 ＳＹ 県大会出場 県大会出場11

女子総合 ７位 女子個人戦決勝 優勝 県大会出場
ＡＭ ３－０ 南吉成中 快勝！○剣道

団体戦 県大会出場○体操
男子 予選リーグ敗退 個人戦 ＡＡ 総合２位，ゆか２位，
女子 予選リーグ１位 段違平行棒２位 跳馬３位，平均台３位，

決勝トーナメント ３位 県大会出場
準決勝 対ドミニコ学院 惜敗



６月１０日（土）から４日間にわたり行われた仙台市中学校総合体育

大会で，今年も上杉山中学校が大活躍しました。どの運動部もこれまで

の練習の成果を発揮し，野球部，女子卓球部の優勝を始め，素晴らしい

成果を上げることができました。一般応援でも７０周年記念のマフラー

， 。タオルを用いて 野球部の優勝につながる素晴らしい応援を行いました

なお，中総体激励会では，上杉山中学校ＰＴＡ様より新しい横断幕を

， 。作成していただき 早速野球の全校応援で使用させていただきました

報告会の様子激励会の様子ＰＴＡによる横断幕

６月１９日（月）に避難訓練と集団下校訓練を行

いました。５校時目に仙台防災副読本を用いての授

業の後，業間の休み時間に地震が発生した想定での

訓練を行いました。２・３年生はもちろん，１年生

は，中学校での初めての訓練にもかかわらず迅速に

対応することができまし

た。その後，教員が引率

して集団下校訓練を行

い，いざというときの流

れを確認しました。

６月２０日（火）に，本校生徒会の執行部と上

杉山通小学校挨拶委員会との合同での挨拶運動が

行われました。

勝山公園に集合し，打

合せの後，石井屋さん前

と愛宕上杉通で歩行者の

皆様に大きな声で挨拶を

しました。小・中児童生

徒の協力で，地域の皆様

との絆を深めることがで

きました。

７・８ 月 の 予 定
７月 ８月
６日(木) 合唱祭（電力ホール）部活動中止 １０日(木) プール開放最終日
７日(金) 各種委員会 １１日(金)～１５日(火) 学校閉庁日

１０日(月) 学愛活動（清掃活動） １７日(木) 職員会議，部活動中止
１１日(火) 全校生徒委員会 ２０日(日) 上杉地区夏祭り会場

午前授業・弁当なし１２日(水) 職員会議，部活動中止 ２２日(火) ３年登校日(～ 日)24
午前授業・弁当なし１４日(金) 学年ＰＴＡ・学級懇談会 ２３日(水) １･２年登校日(～ 日)24

１５日(土) 全日本吹奏楽コンクール青葉区予選 ２５日(金) 全校集会，駅伝壮行会，給食開始
９月１８日(火) 部活動中止

２０日(木) 全校集会 ２日(土) 大樹祭 ４日(月) 振替休業
２１日(金) 夏季休業（～ ）8/24

教育相談･家庭訪問（～ ）7/31
２２日(土) 宮城県中学校総合体育大会（～ ）7/25
２３日(日) 仙台市長選挙投票所開設

プール開放（～ ）8/10

校内球技大会について
11月10日(金)に予定されておりました校内

11月９日(木)球技大会ですが，会場の関係で
（青葉体育館）に変更になりました

中総体を終えての６月１４日(水)に，仙台北警察署の生活
安全課課長代理の長谷川陽子様をお招きして 「まけないよ」，
をキーワードにして非行防止や情報ツールの使用法について
の講話をいただきました。さすが，現在の子供たちの置かれ
た立場を理解されていて，善悪の判断力（心のハンドル ，我）
慢する心（心のブレーキ）など，必要なことを分かりやすく
伝えていただきました。


