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〈柔道〉 

個人  千葉汀 （66ｋｇ）2回戦敗退 

   引地啓太（77ｋｇ）ベスト１６ 

〈陸上競技〉 

   学校対抗 男子：総合 5位、フィールド 3位 

   個人   男子：山内晋之亮 110mH ７着   

村上裕之 400mH 1着 東北大会出場 

           4x400mR ４着  東北大会出場 

島津叡作  走高跳 2位 三段跳 4位 東北大会出場 

遠藤大河 砲丸投４位 円盤投１位 東北大会出場 

        女子： 泉屋咲月 100mH 6着 東北大会出場 

           4x400mR 7着 

           橋本希美 円盤投７位 やり投４位 東北大会出場 

           熱海南帆 七種競技 ７位 

〈ハンドボール〉 

     １回戦  対 古川工    15－13勝利 

     ２回戦  対 仙台育英   17－16勝利 

     ３回戦  対 聖和学園   17－33敗退  宮城県ベスト８ 

〈ラグビー〉 

     ３回戦  対 二高・多賀城合同チーム 17－12勝利 

     準決勝  対 石巻工     28－32敗退 

     ３位決定戦 対 仙台     31－19勝利 東北大会出場 

〈サッカー〉 

     １回戦  対 石巻西 8－0勝利 

     ２回戦  対 東北  0－5敗退  ベスト 16 

〈男子バスケットボール〉 

     ２回戦  対 県工  75－45勝利 

     ３回戦  対 泉松陵 56－55勝利 

     準々決勝 対 明成  23－118敗退  ベスト８ 

〈男子バレー〉 

     １回戦  対 仙台南  2－0勝利 

     ２回戦  対 東北学院 0－2敗退 

〈女子バレー〉 

     １回戦  対 生文大高校 0－2敗退 



〈山岳〉 

     男子 11位／14チーム中 

     女子（三高・二華合同チーム） 5位／7チーム中 

 

〈硬式テニス男子〉 

    団体  １回戦  対 榴ヶ岡  2－0勝利 

        ２回戦  対 東陵   0－2敗退 

〈硬式テニス女子〉 

    団体  １回戦  対 泉    2－1勝利 

        ２回戦  対 仙台一  0－2敗退 

〈ソフトテニス男子〉 

    団体  ２回戦  対 石巻北  2－1勝利 

        ３回戦  対 佐沼   2－0勝利 

        ４回戦  対 県工   2－1勝利 

        準々決勝 対 仙台西  1－2敗退 ベスト 8 

〈ソフトテニス女子〉 

    団体  ２回戦  対 石巻西  3－0勝利 

        ３回戦  対 常盤木  0－2敗退 

〈剣道部〉 

    団体 男子：予選リーグ  対 東北学院 2－1勝利 

                 対 石巻北  5－0勝利 

                 対 ウルスラ 5－0勝利 

    決勝トーナメント ２回戦 対 育英   0－5敗退 

       女子：予選リーグ  対 名取高専 2－1勝利 

                 対 宮城広瀬 2－3敗退 

    個人 準々決勝 灰野彩夏 ベスト８ 東北大会出場 

〈卓球〉 

    団体 男子：２回戦  対 仙台南  3－0勝利 

          ３回戦  対 黒川   3－0勝利  

       準決勝  対 聖和学園 0－3敗退 

東北大会決定戦  対 東北学院 3－0勝利  東北大会出場 

   女子：１回戦  対 仙台二  2－3敗退 

個人 男子シングル 木村有真 10位 東北大会出場 

   男子ダブルス 木村有真・吉田洵  ベスト８ 東北大会出場 

          阿部圭佑・木村純也 ベスト８ 

〈弓道〉  

    団体 男子： 2次予選敗退 

       女子： ベスト１６ 



〈フェンシング〉 

団体 男子 準々決勝  対 仙台二  V5－3勝利 

      準決勝   対 仙台   1－V5敗退  第三位 

女子 準々決勝  対 仙台   V5－4勝利 

      準決勝   対 仙台一  0－V5敗退  第三位 

個人 男子エペ  吾妻昭杜 ベスト８ 

〈バドミントン男子〉 

   団体 １回戦  対 宮城一 3－0勝利 

      ２回戦  対 多賀城 3－0勝利 

      ３回戦  対 県工  0－3敗退 

〈バドミントン女子〉 

   団体 １回戦  対 仙台東 3－1勝利 

      ２回戦  対 塩釜  1－3敗退 

〈ハンドボール〉 

   １回戦  対 古川工業 15－13勝利 

   ２回戦  対 仙台育英 17－16勝利 

３回戦  対 聖和学園 17－33敗退 ベスト 8 

 

〈水泳〉 

   男子 400mメドレーリレー 第 8位 

      400m個人メドレー 第 5位 渡辺裕希 

      200m個人メドレー 第 7位 渡辺裕希 

      200m背泳ぎ 第 7位 竹内拓海 

   女子 200m平泳ぎ 第 4位 小山薫 

      100m平泳ぎ 第 4位 小山薫 

   以上は東北大会出場 


