令和 4 年６月号
(第 9１号)
宮城県石巻高等学校

東北大会・インターハイ出場‼

県総体（結果）
≪陸上競技≫

陸上競技・ウェイトリフティング・

【男子】 １回戦 ４７‐６４ 仙台育英
【女子】 ２回戦 ９０‐８９ 仙台南

≪バレーボール≫
≪卓球≫

ヨット・ボート・水泳

【男子やり投】 第５位 ３F 阿部壮磨 （東北大会出場）

≪バスケットボール≫

【男子】 １回戦 ０‐２ 仙台一

【男子学校対抗】 １回戦 ３‐０ 泉館山
【男子シングルス】 ３C 千葉大輝

３回戦 ７６‐５５ 中新田 準々決勝 ３０‐１６５ 聖和

【女子】

ベスト８

２回戦 ２‐１ 登米 ３回戦 １‐２ 角田

２回戦 ３‐０ 古川工

準々決勝 ０‐３ 古川学園

ベスト８

３E 及川叶翔 ３F 小田島吉平 ２回戦進出 ３C 千葉特立 １回戦敗退

≪ソフトテニス≫ 【女子個人】 ２Ｆ田口優杏＆２A 稲葉玲奈 １回戦敗退

【女子団体】 対古川黎明 １回戦敗退

【男子団体】 １回戦 １‐２ 気仙沼
【男子個人】 ２B 寺山侑利＆２Ｆ亀井恋賜 ３回戦進出 ３D 片倉柊真＆３E 千葉涼真 ２回戦進出
３F 荒井太希＆３A 木村譲 １回戦敗退
≪硬式テニス≫ 【シングルス】 ２A 石垣泰征 ０‐６ 仙台三（１R）
３A 渡邉隆仁 ３‐６ 仙台育英（２R）

３B 津田春道 １‐６ 東北学院（２R）
３C 宇佐美暖 ５‐７ 東北学院（２R）

３D 勝亦朝飛 ２‐６ 気仙沼（２R）

３B 麻生獅音 ０‐６ 仙台南（２R）

3B 武山大範 ６‐３ 仙台城南（２R）

０‐６ 東北学院（３R）

【ダブルス】 ３D 勝亦朝飛＆２A 石垣泰征 ７‐６ 仙台一

３A 渡邉隆仁＆１E 武山颯汰 ０‐６ 仙台三

３C 宇佐美暖＆３B 津田春道 ４‐６ 仙台商

3B 武山大範＆３B 麻生獅音 １‐６ 気仙沼

【男子団体】 ０‐２ 聖和（１R）
≪剣道≫

【女子個人】 ２B 吉田智奈 ３回戦進出

【男子個人】 ３F 佐藤光 ２回戦進出 ３F 武山颯明 １回戦敗退

≪柔道≫

【男子団体】 決勝トーナメント １回戦 １‐４ 仙台三

【男子団体】 予選リーグ １‐０ 仙台三桜

３－０ 角田

【男子個人】 ６０ｋｇ級 １Ｅ相内綾太 ベスト１６
７３ｋｇ級 ３Ｆ川田琢夢

決勝トーナメント １‐１仙台南 代表戦により１回戦敗退

６６ｋｇ級 ３Ｃ安倍史恩 ベスト１６

３B 佐々木徳太 ベスト１６

≪サッカー≫ １回戦 ０‐３ 仙台西
≪ラグビー≫

１回戦 多賀城・石巻・仙台二 1５-1２ 古川工・気仙沼向洋・宮城水産

準々決勝 ５‐２４ 石巻工業

ベスト８

≪ワンダーフォーゲル≫ 男子総合第１２位（７８．４点）
≪ウェイトリフティング≫

【男子 96kg 級 】 第２位 ３A 阿部稼頭吉 （東北大会出場）
【男子 73kg 級】

第３位 ３A 平塚冬真

【男子 67kg 級】 第４位 ２F 桜井崇一郎 第５位 ２A 石森心

【男子 55kg 級】

第３位 ２D 阿部春輝

【女子 64kg 級】 第３位 ２E 佐々木里那

≪ヨット≫ 【男子４２０級】 第２位 ３D 阿部瑞樹＆２E 福島蓮 （東北大会出場）
【男子レーザーラジアル級】 ３A 國分慧 第１位 （東北大会出場）
【女子４２０級】 第１位 ３C 齋藤冴羽＆３F 小泉紅葉 （東北大会出場）
第２位 ３C 後藤百合香＆３C 千葉羽澄 （東北大会出場）
≪ボート≫

【男子シングルスカル】 第１位
第３位

第６位 ２C 阿部汐里＆２D 齋藤麻央

3C 髙橋宏太朗 （東北大会・インターハイ出場）
2C 高橋汰季 （東北大会出場）

第４位 2B 阿部亮介

【男子ダブルスカル】 第１位 3C 髙橋興生＆3F 武山慎 （東北大会・インターハイ出場）
第６位

2D 山田佑哉＆2B 山根響生

【女子舵手つきクォドルプル】 第１位

2A 齋藤眞子

3C 渡邊日菜

2D 早川美鈴 2B 井上美空

3A 高橋凛

（東北大会・インターハイ出場）
≪水泳≫

【女子２００ｍ個人メドレー】 第１位 ３Ｄ畠山爽 （東北大会出場）
【女子４００ｍ個人メドレー】 第１位 ３Ｄ畠山爽 （東北大会出場）
【女子５０ｍ自由形】 第６位 ３Ｅ大森早倭 （東北大会出場）
【女子１００ｍバタフライ】 第８位 ３Ｅ大森早倭 （東北大会出場）

交通安全教室
６月３日（金），交通安全教室が体育館と各教室をオンラインで繋いで行われました。身の回りにある危険から生命
を守ることの大切さを知ることや，最近の交通事故の概要を知り，交通安全の意識を高めること等を目的に毎年行わ
れているものです。今年は「ドライバー（自動車）からの見られ方を踏まえた歩行者・自転車の交通安全」をテーマに，
日本自動車連盟宮城支部の方から講話を頂きました。スライドを使用して交通事故の起こる件数や状況について説明
したり，時々生徒に問いかけることで交通ルール等について考えさせたりしていました。

第６２回定期戦代替試合（硬式野球交流戦）
６月２１日（火），石巻高校と石巻商業高校伝統の定期戦の
代替試合となる硬式野球交流戦が石巻市民球場で行われました。
本来であれば５月に行われる予定でしたが，新型コロナウィルス
感染拡大の影響により本来の形での開催を見送り，６月に交流戦
として開催されることとなりました。
試合は序盤から点を取り合う展開でリードを奪いましたが，
中盤に一度逆転を許しました。しかし６回２死から一挙４点を奪い
再逆転，終盤の７回にも追加点を取って突き放しました。
終盤には満塁のピンチもありましたが得点を許さずに守り切り，
見事勝利しました。

全校応援ができない状況でしたが，
応援団が必死に声援を送りました。

