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今年度は新型コロナウイルス感染症に伴い、多くの制限があった中での部活動でした。そのような中でも、各部
活、限られた時間の中で精一杯努力し、その成果を中学校３年生にとっては最後の集大成ともなる中体連でも発揮
することが出来ました。今回は、６月から７月にかけて行われた中体連の結果をお知らせします。

中体連での健闘をたたえて
野

球

＜地区大会＞ １回戦 屯田中央中 ５－６ 敗退
≪男子≫

陸

上

≪女子≫

鏡 元輝 砲丸投げ １１ｍ３８ 第２位（全道進出）

藤田 彩那 １００ｍＨ １５秒 59 第２位（全道進出）
鈴木 優奈 １５００ｍ 5 分 24 秒 94 第８位

サッカー

＜地区大会＞ ２ 回 戦

屯田北中 ５－２

代表決定戦

＜地区大会＞

ソフト
テニス

札幌大谷 ０－８ 敗退

＜全市大会＞

男子団体戦

優 勝 （全市進出）

男子団体戦

１回戦敗退

女子団体戦

第３位

男子個人戦

木内・坂ペア

男子個人戦

木内・坂ペア

優 勝（全市進出）

飯野・吉川ペア 第２位（全市進出）

２回戦敗退 ベスト１６

飯野・吉川ペア 、 本田・吉村ペア １回戦敗退
女子個人戦

川村・鈴木ペア ４回戦敗退 ベスト８

本田・吉村ペア 第３位（全市進出）
女子個人戦

川村・鈴木ペア 第３位（全市進出）

＜地区予選＞

卓

＜全市大会＞

男子団体戦

予選１位通過 第３位

女子団体戦 予選１位通過 決勝リーグ１勝２敗 第３位

女子団体戦

予選１位通過 第２位（全市進出）

男子個人戦 髙橋 琉生 １回戦敗退

男子個人戦

竹中 大智 ベスト８（全市進出）

球

髙橋 琉生 ベスト１６（全市進出）
女子個人戦

竹中 大智 ２回戦敗退
女子個人戦 千葉 一斐 １回戦敗退

岸野 結渚 ベスト８（全市進出）

川口 珠利杏 １回戦敗退

左奈田 葉月 ベスト８（全市進出）

岸野 結渚

千葉 一斐

左奈田 葉月 ４回戦敗退（ベスト１６）

ベスト１６（全市進出）

４回戦敗退（ベスト１６）

川口 珠利杏 ベスト１６（全市進出）
＜全市大会＞ 男子個人トーナメント

小竹 友輝矢 1 回戦敗退
佐間 誠人

剣

道

男バス
女バス

男バレ

男子リーグ戦

予選

1 回戦敗退

2 回戦進出 蘇武 凛太郎 4 回戦進出(ベスト 32)

手稲中 ０－５

厚別南 ３－１（予選敗退）

＜全市トーナメント＞ １回戦 伏 見 中 ４８－４１

２回戦 米 里 中 ４３－６７ 敗退

＜全市トーナメント＞ １回戦 八軒東中 ６５－４３

２回戦 北 辰 中 ４６－６２ 敗退

＜予選Ｃブロック＞ ２位通過 全市大会進出

＜全市大会決勝トーナメント＞
１回戦 手稲東中 ０―２ 敗退

＜予選Ａブロック＞ １位通過 全市大会進出
女バレ

荒関 健人

＜全市大会決勝トーナメント＞ 第３位
１回戦 清田中 ２－０
３回戦 南が丘中 ２－０

２回戦 陵北中 ２－０
準決勝 厚別北中 ０―２

バドミン
トン

＜地区予選団体戦＞

＜地区予選個人戦＞

男子団体戦 １回戦 美香保中 ３－０

男子シングルス 畠山 昂士 2 回戦進出

準決勝 明 園 中 ２－１
決 勝 元 町 中 ０－２

石炭 獅旺 2 回戦進出
準優勝

男子ダブルス

女子団体戦 １回戦 明 園 中 １－２ 敗退

加藤美羽 ３回戦進出
女子ダブルス

柔

道

体

操

高橋幸希 幸場健斗 ベスト８進出

女子シングルス 齊藤来美 ３回戦進出

＜全市大会＞ 男子個人
男子団体戦

小石川 優志 、 沼田 快音 、 工藤 知生 、 沼田 琉椰 初戦敗退
初戦敗退

＜全市大会＞ 男子 個人総合
＜全市大会＞ 男子個人

互野心結 岡田色花 2 回戦進出

小野寺 諒 第１０位

中野 杏祐

５０ｍ自由形 ２７秒９３

第１６位 （全道出場）

１００ｍ平泳ぎ １分１６秒８４ 第７位 （全道出場）
神

大悟 ２００ｍ背泳ぎ ２分２７秒６４ 第３位 (全道出場)
２００ｍメドレー ２分２７秒９２ 第８位 (全道出場)

水

泳

髙橋 咲玖 １００ｍ平泳ぎ １分１８秒０１ 第１０位 (全道出場)
２００ｍ平泳ぎ ２分５３秒４５ 第８位
女子個人

蓮本 彩日 ２００ｍ背泳ぎ ２分３８秒２８ 第３位 （全道出場）
１００ｍ背泳ぎ １分１５秒７６ 第５位 （全道出場）

たくさんの御声援、ありがとうございました。今後とも、本校の部活動へのご理解と御協力、よろしくお願いい
たします。
〇令和３年度「健やかな体」育成プログラムについて
本校では今年度も、
「健やかな体」育成プログラムを指針として、体育や健康に関する指導を進めております。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮したスポーツレク活動や、スケジュール手帳を活用した生活習慣の振り
返りなどを取り入れ、運動や健康に関する知識・技能の習得に努めてまいります。具体的な内容につきましては、
本校ホームページにも掲載しておりますが、今一度ご確認ください。

