
 

 

 

 

 

 

  

種 目 区分 団体・個人結果 

陸上競技 

男 

砲丸投げ：３年 ＭＫ 第３位 県大会出場  ３年 ＡＹ 第９位 県大会出場 

４００ｍ：３年 ＥＫ 第４位 県大会出場 

３年１００ｍ：３年 ＡＯ 第１位 県大会出場 

４×１００ｍＲ                         

3年ＳＳ・3年ＥＴ・3年ＲＳ・3年ＡＯ・3年ＴＳ・3年ＲＯ 第４位 県大会出場 

１５００ｍ：２年 ＫＩ 第１４位 ３年１００ｍ：３年 ＥＴ 準決勝進出   

１１０ｍＨ：２年 ＨＩ 準決勝進出 ３年 ＲＳ 準決勝進出 

２００ｍ：３年 ＲＯ 準決勝進出  ８００ｍ：３年 ＴＡ 準決勝進出 

男子総合 第５位 

女 

１００ｍＨ：２年 ＳＳ 準決勝進出  ２００ｍ：３年 ＲＳ 準決勝進出 

３年１００ｍ：３年 ＨＫ 準決勝進出 

４×１００ｍＲ：3年ＲＨ・3年ＲＳ・3年ＳＳ・3年ＨＫ 準決勝進出 

バスケット 
男 １回戦 対 七北田 ３６－５８ 惜敗 

女 １回戦 対 七北田 ４５－４２ 勝利  ２回戦 対 南中山 ３４－３９ 惜敗 

サッカー  １回戦 対 将監東 ２－３ 惜敗 

野 球  
１回戦 対 松陵・住吉台 ７－０ ５回ｺｰﾙﾄﾞ勝ち 準決勝 対 向陽台 ９－５ 勝利  

決勝 対 八乙女 ０－７ 惜敗  泉区第１ブロック 第２位  

バレー 女 

予選 対 南中山２－０勝利，対 南光台東２－０勝利 １位通過 

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ １回戦：対 館 ２－０ 勝利  準決勝：対 高森 ２－１ 勝利   

決勝：対 鶴が丘 ０－２ 泉区第２位 県大会出場 

ソフト 

テニス 

団体 
１回戦 対 白百合 ２－１ 勝利  準々決勝：対 南中山 ２－１ 勝利 

準決勝 対 長命ヶ丘 ０－２ 惜敗 泉区第３位 県大会出場 

個人 

３年 ＹＳ・１年 ＭＩペア ： 第３位 県大会出場   

３年 ＨＮ・３年 ＳＫペア ： 第５位 県大会出場 

３年 ＨＦ・３年 ＫＡペア ： ３回戦進出 

卓 球 

男 
団体 対加茂３－２勝利 対将監東２－３惜敗 Ａブロック第２位 予選惜敗 

個人 ２年 ＴＭ 第２位 県大会出場  ３年 ＤＨ ３回戦進出  

女 

団体 対 寺岡０－３惜敗 対 将監０－３惜敗 対 南中山３－２勝利 A ﾌﾞﾛｯｸ第３位 予選惜敗 

個人 ３年 ＡＥ，３年 ＡＫ ： ４回戦進出   

３年 ＭＴ，３年 ＫＹ ： ３回戦進出  

剣 道 

男 

団体 予選  対南中山 ３－２勝利  対南光台東 ５－０勝利 １位通過  

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ １回戦 対将監 ４－１勝利 準決勝 対加茂 ３－１勝利  

決勝 対寺岡 １－１（代表戦にて）惜敗 第２位  県大会出場 

個人 ２年 ＴＳ 第３位 県大会出場 

女 

団体 予選 対向陽台 ２－１勝利  対将監 ２－１勝利  対南中山 ５－０勝利 

  １位通過  

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 準決勝 対加茂 ３－１勝利 決勝 対将監 ３－１勝利 第１位 

個人 ３年 ＭＫ 第３位 県大会出場              県大会出場 

新体操 個人 ３年女子 ＭＥ クラブ 第１３位，リボン 第１７位  総合 第１５位 
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朝日さす http://www.sendai-c.ed.jp/~nanchuu/    

仙 台 市 中 学 校 総 合 体 育 大 会 



 ３年生にとって，中学校の部活動の集大成とも言うべき「仙台市中学校総

合体育大会」が行われました。 

 今年の３年生は，大げさに言えば，戦後の中学生の中で，もっとも部活動

を制限された学年だったのではないかと思います。その競技のことが好きで

一生懸命打ち込んできた，そういった大事な活動に思う存分打ち込むことが

できなかった悔しさはあったかもしれません。しかし，そういった中でも，

南中生はいつも前を向いて頑張っていたと思います。 

 今回，県大会に出場できる部や選手が多かったのは，もちろんその部や選

手の頑張りが最大の要因ではありますが，「学校全体の雰囲気」も影響してい

ると思います。「中総体は学校が一丸となって戦うもの」であると改めて実感

させられた大会でした。本当にご苦労様でした。 

 中総体に向けた壮行式では，外で実施予定でしたが，気温が上がり，直射

日光が非常に強い状況が見られたため，応援のみを外で行い，各部からの決

意表明は，「出場選手のみ体育館，それ以外の生徒は教室でリモート」と変更

し，実施しました。急な変更となりましたが，そういった中でも，それぞれ

が真剣な態度で臨み，中総体に向けた雰囲気作りをしっかり行うことができ

ました。 

 

 

７・８月の行事予定 
月 日 予定 月 日 予定 

７ 

５月 後援会第１回理事会 １５：００ 

８ 

２３金 スポーツの日 

６火 合唱中間発表（２年→１年→３年） ７～１５ 休日＋閉庁日（学校が閉まる期間） 

９金 生徒会専門委員会 ２２日 ～夏季休業 

１５木 合唱コンクール（ﾄｰｸﾈｯﾄﾎｰﾙ仙台） ２３月 実力考査（全学年）・全校集会 

１９月 学年保護者会（１年→３年→２年） ２４火 Ⅱ期時間割ｽﾀｰﾄ，南中祭強化期間開始 

２０火 全校集会 ２５水 市駅伝抽選会 

２１水 ～8/22 夏季休業   ２６木 ＰＴＡ運営委員会 

21～30  三者面談（全学年） ２８土 南中祭 

２２木 海の日 ３０月 振替休業日 

 

※今年度の「水泳」・「プール開放事業」について 

今年度，仙台市教育委員会では，「水泳の授業は可能な場合実施」「プール開放事業は中止」との方針を出していま

す。南光台中のプールは，現在破損により水がたまらない状態になっており，修繕依頼を出しているものの，手つか

ずの状況です。授業に関しては，実技指導以外の簡略化した内容での実施を検討中ですが，上記の状況から，今年度

「プール利用はなし」となります。ご了承ください。 

 


