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第64回八戸市中学校体育大会夏季大会

陸上女子総合優勝、卓球男子優勝、女子柔道準優勝

６月１５日（土 、天候が心配されましたが、八戸市内 名生徒、教職員 余名が） 7,106 500
集結し、東運動公園陸上競技場で第６４回八戸市中学校体育大会夏季大会の開会式が行わ

れました。開会式では、野球部主将３年松原晃希君が旗手を務め、東中選手団 名が堂234
々の行進を行いました。応援団 名が黄色のメガホンを持ち、体をのけぞらせながら懸271
命の応援をしました。

競技では、１日目柔道部女子が団体戦準優勝、ソフトテニス部男子が団体戦第３位、２

日目陸上競技部女子が総合優勝、最終日３日目に卓球部男子が団体戦優勝を決めました。

他の競技でもあと１点、あと一歩のところで敗れたものの、よく頑張ってくれました。裏

面に競技結果を載せましたのでご覧ください。

各競技を応援してくれた文化部の皆さんも声をからして懸命のがんばりでした。応援団

、 、長３年菅原はる香さんを中心とした応援リーダーたちは 毎日コツコツと応援練習を行い

気迫のこもった指導で応援団をリードしてくれました。見ていて清々しさを感じました。

この大会で引退となった３年生の皆さん、お疲れ様でした。悔しさもあるでしょうが、

この２年２ヶ月間の部活動で学んだことを一生の思い出として、困難に立ち向かえるよう

心を前向きにシフトし、成長してほしいと思います。活動をご支援くださいました保護者

の皆様に、心より感謝申し上げます。また、７月１３日（土）からの県大会に出場する皆

さんは、少ない時間ですが、精一杯の仕上げを行い、八戸市の代表として懸命にがんばっ

てほしいと思います。

大会期間中、本校では事故・非行が全くなく落ち着いた生活ができました。各競技で負

傷者も出ましたが、はやく回復することを願っています。

東 雲

息の合った素晴らしい行進 八戸一の応援団 卓球男子団体戦決勝リーグ



！夏季大会 壮行式 八戸一 熱く 颯爽と

６月７日（金）本校体育館で保護者の皆様約 名においでいただき、夏季大会壮行式100
。 、 。を行いました 式は 吹奏楽部演奏の行進曲にあわせ各部選手団の入場から始まりました

体育館中央にもうけられた舞台をはさんで選手団と応援団が向き合う隊形となり、各部活

、 、 。動ごとに舞台の上で 目標や決意 指導者・保護者に対する感謝などを部長が述べました

中には部員ひとり一人が目標を発表したり、円陣を組んで気合いを入れるパフォーマンス

をする部もありました。各部ともよく声が出ていて、恥ずかしがったり、にやけたりする

部員が一人もいなく気合いに満ち、また、応援団のエールも体育館を揺さぶるほど立派で

した。

式では、校長先生から野球部主将３年松原晃希君に団旗を授与され、御厩敷 会長、PTA
校長先生から激励のことばがありました。選手宣誓は、陸上部男子部長八木田洸希君と女

子部長七役麻栄さんが、陸上部の活躍を期待させる立派な宣誓を行ってくれました。

！夏季大会活躍報告会そして全校生徒カンパイ

６月２１日（金）６校時、体育館で夏季大会での「活躍報告会」が行われました。応援

団と選手団が向かい合って座り、体育館中央で各運動部員が一列に整列し、部長が大会で

の結果を報告しました。報告は、結果だけでなく練習で苦しかったこと、チームがまとま

らなかったこと、勝ち負けだけでなく各部が乗り越えてきたことなどが発表されました。

また、応援団代表で吹奏楽部部長相内美祐さんから、この大会を通して得た喜び、悔し

さが次の自分の糧になるようにがんばりましょうということばありました。この後、ジュ

ースで全校生徒・職員の乾杯が行われ、全員が清々しく健闘を称え合いました。

（ ）文責 教頭 坂井

選手宣誓 陸上部男女部長

教頭先生の音頭で乾杯！報告会で表彰される菅原応援団長

応援団もがんばりました！

各部から決意・目標表明

優勝カップ 男子卓球



第64回八戸市中学校体育大会夏季大会

競技結果及び入賞の記録
■野球

１回戦 東中 ３－２ 鮫中 ２回戦 東中 ０－１下長中（延長８回）

■ソフトボール ２回戦 東中 ０－１ 大館中

■サッカー

１回戦 東中 ２－０ 市川中 ２回戦 東中 ２－４ 白銀南

■バスケットボール

【男子】

１回戦 東中 ４１－８５ 白山台中

【女子】

１回戦 東中 ６２－２９ 豊崎中 ２回戦 東中 ４３－９０ 鮫中

■ソフトテニス

【男子】 団体第３位

２回戦 東中 ２－１ 大館中 準決勝 東中 ０－２ 下長中

【女子】

１回戦 東中 ３－０ 第二中 ２回戦 東中 １－２ 小中野中

■柔道

【男子】 団体戦

１回戦 東中 ４－１ 小中野中 ２回戦 東中 １－４ 根城中

個人戦

県大会出場

第３位 田中、第２位 小笠原

入賞

第５位 工藤、第５位 十文字、第５位 田村、第５位 番地

【女子】 団体準優勝

１回戦 東中 ２－１ 第二中 準決勝 東中 ２－１ 下長中

決勝 東中 ０－２ 湊中

個人戦

県大会出場

第２位 石橋、第３位 西田、第３位 下館、第１位 濱田、第３位 二本柳、

第２位 高橋、第１位 大塚

入賞

第４位 田村、第５位 鳥谷部、第５位 若本、第５位 長峰

■バレーボール

１回戦 東中 ２－０ 第一中 ２回戦 東中 １－２ 北稜中

■卓球

【男子】

【団体男子予選リーグ】予選リーグ１位通過（２次予選へ進出）

東中 － 白銀中 東中 － 根城中 東中 － 南浜中3 0 3 0 3 0

【 団体二次予選】 東中３－１下長中 明日の決勝リーグへ進出

【団体決勝リーグ】団体優勝



個人戦 県大会出場 第２位 平坂尚也 第９位 坂本皓希 第９位 岩藤理英

【女子】

【女子予選リーグ】予選リーグ敗退

東中０－３鮫中 東中３－０南浜中 東中０－３小中野中

■水泳

【男子】総合第３位

県大会出場

リレー第３位 舘・大久保・中屋敷・松村、 メドレーリレー 松村・大久400m 400m

保・中屋敷・舘、 自由形第５位 舘、 ・ 平泳ぎ第４位 大久保 、 ・100m 100 200m 100、

バタフライ第２位 松村200mm

入賞

バタフライ第３位 中屋敷、 バタフライ第４位 中屋敷、 個人メドレ100m 200m 200m

ー第４位 釜石、 自由形第５位 舘、 バタフライ第７位 釜石、 背泳50m 100m 100m

ぎ第８位 中山、

【女子】

県大会出場

平泳ぎ第５位 石橋、 平泳ぎ第２位 石橋、 バタフライ第２位 坂本、100m 200m 100m

個人メドレー第３位 坂本、200m

入賞

自由形第３位 立花200m

■陸上

【男子】総合第５位

県大会出場

共通リレー４× 第２位 輕米・蒲田・八木田・泉山、共通 第１位 八木田、100m 400m

２年 第１位 鎌田100m

入賞

低学年４× リレー第５位、共通４種競技第７位 輕米、共通 第３位 泉山、100m 800m

２年 第７位 田中、１年 第８位 高森、１年 第３位 大久保100m 100m 1500m

【女子】総合優勝

県大会出場

共通４× リレー第２位 七役・田名部・佐々木・大山、低学年４× リレー100m 100m

第１位 中村・佐々木・長谷部・桑原、共通 第１位 大山、共通砲丸投げ第１位200m

七役、共通 ハードル第３位 佐々木、２年 第２位 田名部、２年 第100m 100m 100m

３位 佐々木

入賞

共通四種競技第４位 桑原、共通走り幅跳第５位 白川・第８位 横田、共通砲丸投第

４位 木村、２・３年 第５位 藤森・第８位 石澤、１年 第５位 中村・1500m 100m

第７位 長谷部、１年 第５位 高嶋、1500m

健闘を称えます 県大会(７月13日～)も頑張ってください


