
 

 

 

 

 

 

 

 

はばたけ世界へ
 ７月２８日から

さん，競技運営などに携わったみなさん，本当にお疲れ様でした。今回は，南東北インターハイ特集です！
 

●総合開会式に参加しました！
 平成２９年７月２８日（金

は，選手代表として宮城県利府高等学校の女子ソフトボール部員が入場行進を行い，また高校生活動推進委員会の生徒１０名

が出席しました。

 

 

 高校生活動推進委員会の生徒たちは，宮城・山形・福島三県

の高校生活動紹介ブースの運営や会場入口で山形・福島の生

徒たちと協力しておもてなし活動を行いました。

介のブースには，各学校に御協力いただいた「カウントダウン

絆リレー」の５００日間全ての写真を展示しました。たくさんの来

場者の方々が興味深そうに展示に見入っていました。

 

●大会では宮城県選手団が大活躍しました！
 厳しい

ました！それぞれの選手が持てる力を精一杯発揮し，戦い抜く姿は本当に感動的でした。また，チームや，地域が一丸となって選

手たちを応援する姿が各所で見られ，選手たちの頑張りを後押し

 宮城県選手団は陸上競技，ウェイトリフティング競技，カヌー競技の３競技

１５競技５７

 

 

 

 

 

 

 

 【サッカー男子

 

 

 

 

 

 

 

 【フェンシング４位入賞

MIYAGI 

         
問い合わせ先

平成２９年度全国高等学校総合体育大会

はばたけ世界へ
７月２８日から南東北三県で熱戦が繰り広げられた南東北インターハイが８月２０日をもって終了しました。出場した選手のみな

さん，競技運営などに携わったみなさん，本当にお疲れ様でした。今回は，南東北インターハイ特集です！

総合開会式に参加しました！
平成２９年７月２８日（金

は，選手代表として宮城県利府高等学校の女子ソフトボール部員が入場行進を行い，また高校生活動推進委員会の生徒１０名

出席しました。 

高校生活動推進委員会の生徒たちは，宮城・山形・福島三県

の高校生活動紹介ブースの運営や会場入口で山形・福島の生

徒たちと協力しておもてなし活動を行いました。

介のブースには，各学校に御協力いただいた「カウントダウン

絆リレー」の５００日間全ての写真を展示しました。たくさんの来

場者の方々が興味深そうに展示に見入っていました。

●大会では宮城県選手団が大活躍しました！
厳しい宮城県予選，東北ブロック予選を勝ち抜き，南東北インターハイへの切符を手にした宮城県選手団が，大会で大活躍をし

ました！それぞれの選手が持てる力を精一杯発揮し，戦い抜く姿は本当に感動的でした。また，チームや，地域が一丸となって選

手たちを応援する姿が各所で見られ，選手たちの頑張りを後押し

宮城県選手団は陸上競技，ウェイトリフティング競技，カヌー競技の３競技

１５競技５７種目で入賞を果たしました。入賞されたみなさん，本当におめでとうございました！

【サッカー男子 東北学院高校】

【フェンシング４位入賞 狩野選手
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問い合わせ先 〒９８０－８

平成２９年度全国高等学校総合体育大会

はばたけ世界へ 南東北インターハイ特集！
南東北三県で熱戦が繰り広げられた南東北インターハイが８月２０日をもって終了しました。出場した選手のみな

さん，競技運営などに携わったみなさん，本当にお疲れ様でした。今回は，南東北インターハイ特集です！

総合開会式に参加しました！
平成２９年７月２８日（金）山形県総合運動公園総合体育館にて，南東北インターハイの総合開会式が行われました。宮城県から

は，選手代表として宮城県利府高等学校の女子ソフトボール部員が入場行進を行い，また高校生活動推進委員会の生徒１０名

高校生活動推進委員会の生徒たちは，宮城・山形・福島三県

の高校生活動紹介ブースの運営や会場入口で山形・福島の生

徒たちと協力しておもてなし活動を行いました。

介のブースには，各学校に御協力いただいた「カウントダウン

絆リレー」の５００日間全ての写真を展示しました。たくさんの来

場者の方々が興味深そうに展示に見入っていました。

●大会では宮城県選手団が大活躍しました！
宮城県予選，東北ブロック予選を勝ち抜き，南東北インターハイへの切符を手にした宮城県選手団が，大会で大活躍をし

ました！それぞれの選手が持てる力を精一杯発揮し，戦い抜く姿は本当に感動的でした。また，チームや，地域が一丸となって選

手たちを応援する姿が各所で見られ，選手たちの頑張りを後押し

宮城県選手団は陸上競技，ウェイトリフティング競技，カヌー競技の３競技

種目で入賞を果たしました。入賞されたみなさん，本当におめでとうございました！

東北学院高校】      

狩野選手（右）】      

MIYAGI  

2017 南東北インターハイ
         

〒９８０－８４２３

平成２９年度全国高等学校総合体育大会

南東北インターハイ特集！
南東北三県で熱戦が繰り広げられた南東北インターハイが８月２０日をもって終了しました。出場した選手のみな

さん，競技運営などに携わったみなさん，本当にお疲れ様でした。今回は，南東北インターハイ特集です！

総合開会式に参加しました！
山形県総合運動公園総合体育館にて，南東北インターハイの総合開会式が行われました。宮城県から

は，選手代表として宮城県利府高等学校の女子ソフトボール部員が入場行進を行い，また高校生活動推進委員会の生徒１０名

高校生活動推進委員会の生徒たちは，宮城・山形・福島三県

の高校生活動紹介ブースの運営や会場入口で山形・福島の生

徒たちと協力しておもてなし活動を行いました。

介のブースには，各学校に御協力いただいた「カウントダウン

絆リレー」の５００日間全ての写真を展示しました。たくさんの来

場者の方々が興味深そうに展示に見入っていました。

●大会では宮城県選手団が大活躍しました！
宮城県予選，東北ブロック予選を勝ち抜き，南東北インターハイへの切符を手にした宮城県選手団が，大会で大活躍をし

ました！それぞれの選手が持てる力を精一杯発揮し，戦い抜く姿は本当に感動的でした。また，チームや，地域が一丸となって選

手たちを応援する姿が各所で見られ，選手たちの頑張りを後押し

宮城県選手団は陸上競技，ウェイトリフティング競技，カヌー競技の３競技

種目で入賞を果たしました。入賞されたみなさん，本当におめでとうございました！

      【相撲 小牛田農林高校】

      【少林寺拳法準優勝

南東北インターハイ
         ～南東北インターハイ終了

４２３ 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号

平成２９年度全国高等学校総合体育大会 宮城県実行委員会事務局

南東北インターハイ特集！
南東北三県で熱戦が繰り広げられた南東北インターハイが８月２０日をもって終了しました。出場した選手のみな

さん，競技運営などに携わったみなさん，本当にお疲れ様でした。今回は，南東北インターハイ特集です！

総合開会式に参加しました！ 
山形県総合運動公園総合体育館にて，南東北インターハイの総合開会式が行われました。宮城県から

は，選手代表として宮城県利府高等学校の女子ソフトボール部員が入場行進を行い，また高校生活動推進委員会の生徒１０名

高校生活動推進委員会の生徒たちは，宮城・山形・福島三県

の高校生活動紹介ブースの運営や会場入口で山形・福島の生

徒たちと協力しておもてなし活動を行いました。高校生活動紹

介のブースには，各学校に御協力いただいた「カウントダウン

絆リレー」の５００日間全ての写真を展示しました。たくさんの来

場者の方々が興味深そうに展示に見入っていました。 

●大会では宮城県選手団が大活躍しました！
宮城県予選，東北ブロック予選を勝ち抜き，南東北インターハイへの切符を手にした宮城県選手団が，大会で大活躍をし

ました！それぞれの選手が持てる力を精一杯発揮し，戦い抜く姿は本当に感動的でした。また，チームや，地域が一丸となって選

手たちを応援する姿が各所で見られ，選手たちの頑張りを後押し

宮城県選手団は陸上競技，ウェイトリフティング競技，カヌー競技の３競技

種目で入賞を果たしました。入賞されたみなさん，本当におめでとうございました！

小牛田農林高校】      

【少林寺拳法準優勝 大原選手】

南東北インターハイ
南東北インターハイ終了

宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号

宮城県実行委員会事務局

南東北インターハイ特集！
南東北三県で熱戦が繰り広げられた南東北インターハイが８月２０日をもって終了しました。出場した選手のみな

さん，競技運営などに携わったみなさん，本当にお疲れ様でした。今回は，南東北インターハイ特集です！

山形県総合運動公園総合体育館にて，南東北インターハイの総合開会式が行われました。宮城県から

は，選手代表として宮城県利府高等学校の女子ソフトボール部員が入場行進を行い，また高校生活動推進委員会の生徒１０名

 総合開会式では

手宣誓などのセレモニーの後に公開演技が行われました。公

開演技では，山形県の高校生たちによる和太鼓，ピアノ演奏，

ダンスの披露などがあり，大変見応えがありました。また，選手

退場の際には山形県の高校生たちが花笠踊りでお見送りをし

ました

 

高校生活動推進委員会の生徒たちは，宮城・山形・福島三県

の高校生活動紹介ブースの運営や会場入口で山形・福島の生

高校生活動紹

介のブースには，各学校に御協力いただいた「カウントダウン

絆リレー」の５００日間全ての写真を展示しました。たくさんの来

●大会では宮城県選手団が大活躍しました！ 
宮城県予選，東北ブロック予選を勝ち抜き，南東北インターハイへの切符を手にした宮城県選手団が，大会で大活躍をし

ました！それぞれの選手が持てる力を精一杯発揮し，戦い抜く姿は本当に感動的でした。また，チームや，地域が一丸となって選

手たちを応援する姿が各所で見られ，選手たちの頑張りを後押ししていたと思います。

宮城県選手団は陸上競技，ウェイトリフティング競技，カヌー競技の３競技

種目で入賞を果たしました。入賞されたみなさん，本当におめでとうございました！

      【バレーボール女子

大原選手】   【なぎなた５位入賞仙台育英

南東北インターハイ
南東北インターハイ終了 

宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 

宮城県実行委員会事務局（宮城県教育庁全国高校総体推進室内）

南東北インターハイ特集！ 
南東北三県で熱戦が繰り広げられた南東北インターハイが８月２０日をもって終了しました。出場した選手のみな

さん，競技運営などに携わったみなさん，本当にお疲れ様でした。今回は，南東北インターハイ特集です！

山形県総合運動公園総合体育館にて，南東北インターハイの総合開会式が行われました。宮城県から

は，選手代表として宮城県利府高等学校の女子ソフトボール部員が入場行進を行い，また高校生活動推進委員会の生徒１０名

総合開会式では

手宣誓などのセレモニーの後に公開演技が行われました。公

開演技では，山形県の高校生たちによる和太鼓，ピアノ演奏，

ダンスの披露などがあり，大変見応えがありました。また，選手

退場の際には山形県の高校生たちが花笠踊りでお見送りをし

ました。 

宮城県予選，東北ブロック予選を勝ち抜き，南東北インターハイへの切符を手にした宮城県選手団が，大会で大活躍をし

ました！それぞれの選手が持てる力を精一杯発揮し，戦い抜く姿は本当に感動的でした。また，チームや，地域が一丸となって選

していたと思います。

宮城県選手団は陸上競技，ウェイトリフティング競技，カヌー競技の３競技のうち８種目

種目で入賞を果たしました。入賞されたみなさん，本当におめでとうございました！

【バレーボール女子 古川学園高校】

【なぎなた５位入賞仙台育英 

南東北インターハイ 
 みなさんお疲れ様でした～
 

（宮城県教育庁全国高校総体推進室内）

南東北三県で熱戦が繰り広げられた南東北インターハイが８月２０日をもって終了しました。出場した選手のみな

さん，競技運営などに携わったみなさん，本当にお疲れ様でした。今回は，南東北インターハイ特集です！

山形県総合運動公園総合体育館にて，南東北インターハイの総合開会式が行われました。宮城県から

は，選手代表として宮城県利府高等学校の女子ソフトボール部員が入場行進を行い，また高校生活動推進委員会の生徒１０名

総合開会式では，各県選手団による入場行進，あいさつ，選

手宣誓などのセレモニーの後に公開演技が行われました。公

開演技では，山形県の高校生たちによる和太鼓，ピアノ演奏，

ダンスの披露などがあり，大変見応えがありました。また，選手

退場の際には山形県の高校生たちが花笠踊りでお見送りをし

宮城県予選，東北ブロック予選を勝ち抜き，南東北インターハイへの切符を手にした宮城県選手団が，大会で大活躍をし

ました！それぞれの選手が持てる力を精一杯発揮し，戦い抜く姿は本当に感動的でした。また，チームや，地域が一丸となって選

していたと思います。 

のうち８種目で優勝という輝かしい成績を収めたほか，

種目で入賞を果たしました。入賞されたみなさん，本当におめでとうございました！ 

古川学園高校】         

 堀子選手（右）】     

 NEWS
みなさんお疲れ様でした～

（宮城県教育庁全国高校総体推進室内） TEL：０２２

南東北三県で熱戦が繰り広げられた南東北インターハイが８月２０日をもって終了しました。出場した選手のみな

さん，競技運営などに携わったみなさん，本当にお疲れ様でした。今回は，南東北インターハイ特集です！ 

山形県総合運動公園総合体育館にて，南東北インターハイの総合開会式が行われました。宮城県から

は，選手代表として宮城県利府高等学校の女子ソフトボール部員が入場行進を行い，また高校生活動推進委員会の生徒１０名

各県選手団による入場行進，あいさつ，選

手宣誓などのセレモニーの後に公開演技が行われました。公

開演技では，山形県の高校生たちによる和太鼓，ピアノ演奏，

ダンスの披露などがあり，大変見応えがありました。また，選手

退場の際には山形県の高校生たちが花笠踊りでお見送りをし

宮城県予選，東北ブロック予選を勝ち抜き，南東北インターハイへの切符を手にした宮城県選手団が，大会で大活躍をし

ました！それぞれの選手が持てる力を精一杯発揮し，戦い抜く姿は本当に感動的でした。また，チームや，地域が一丸となって選

で優勝という輝かしい成績を収めたほか，

         【弓道

     【ボート５位入賞

NEWS 
みなさんお疲れ様でした～ 

：０２２（２１１）３６０４

南東北三県で熱戦が繰り広げられた南東北インターハイが８月２０日をもって終了しました。出場した選手のみな

山形県総合運動公園総合体育館にて，南東北インターハイの総合開会式が行われました。宮城県から

は，選手代表として宮城県利府高等学校の女子ソフトボール部員が入場行進を行い，また高校生活動推進委員会の生徒１０名

各県選手団による入場行進，あいさつ，選

手宣誓などのセレモニーの後に公開演技が行われました。公

開演技では，山形県の高校生たちによる和太鼓，ピアノ演奏，

ダンスの披露などがあり，大変見応えがありました。また，選手

退場の際には山形県の高校生たちが花笠踊りでお見送りをし

宮城県予選，東北ブロック予選を勝ち抜き，南東北インターハイへの切符を手にした宮城県選手団が，大会で大活躍をし

ました！それぞれの選手が持てる力を精一杯発揮し，戦い抜く姿は本当に感動的でした。また，チームや，地域が一丸となって選

で優勝という輝かしい成績を収めたほか，

【弓道 塩釜高校】 

【ボート５位入賞 佐沼高校】 

（２１１）３６０４ 
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南東北三県で熱戦が繰り広げられた南東北インターハイが８月２０日をもって終了しました。出場した選手のみな

山形県総合運動公園総合体育館にて，南東北インターハイの総合開会式が行われました。宮城県から

は，選手代表として宮城県利府高等学校の女子ソフトボール部員が入場行進を行い，また高校生活動推進委員会の生徒１０名

各県選手団による入場行進，あいさつ，選

手宣誓などのセレモニーの後に公開演技が行われました。公

開演技では，山形県の高校生たちによる和太鼓，ピアノ演奏，

ダンスの披露などがあり，大変見応えがありました。また，選手

退場の際には山形県の高校生たちが花笠踊りでお見送りをし

宮城県予選，東北ブロック予選を勝ち抜き，南東北インターハイへの切符を手にした宮城県選手団が，大会で大活躍をし

ました！それぞれの選手が持てる力を精一杯発揮し，戦い抜く姿は本当に感動的でした。また，チームや，地域が一丸となって選

で優勝という輝かしい成績を収めたほか，

 

 

 



○宮城県選手団入賞者一覧 

 

競　技 性別 種　目 学　校 氏　名 順　位

男子 1,500m 東北高校 小野　友生 ８位

男子 5,000m 仙台育英学園高校 ピーター・ムワンギ ５位

男子 3,000m障害 仙台育英学園高校 ルカ・ムセンビ 準優勝（大会新記録）

女子 100m 古川黎明高校 佐藤　芹香 ４位

女子 200m 柴田高校 三浦　由奈 ６位

女子 1,500m
優勝
（高校国際記録・大会新記録）

女子 3,000m 優勝

女子 100mハードル 柴田高校 及川　優花 ４位

女子 ハンマー投 古川黎明高校 菊池　美緒 優勝

女子 やり投 古川黎明高校 兵藤　秋穂 ４位

女子 学校対抗（総合） 古川黎明高校 ５位

女子 学校対抗（総合） 仙台育英学園高校 ６位

女子 学校対抗（トラック） 仙台育英学園高校 ３位

女子 学校対抗（フィールド） 古川黎明高校 ３位

バスケットボール 男子 団体 明成高校 準優勝

男子 団体 東北高校 準優勝

男子 個人 東北高校 北野・鈴木 ３位

女子 団体 東北高校 ３位

女子 個人 東北高校 原田（由）・佐藤 ５位

女子 団体 常盤木学園高校 ５位

女子 団体 明成高校 ５位

男子 団体 聖ウルスラ学院英智高校 ５位

男子 シングルス 聖ウルスラ学院英智高校 嶺岸　洸 ３位

男子 ダブルス 聖ウルスラ学院英智高校 日野・嶺岸 ５位

女子 団体 聖ウルスラ学院英智高校 ５位

女子 シングルス 聖ウルスラ学院英智高校 鈴木ゆうき 準優勝

女子 ダブルス 聖ウルスラ学院英智高校 鈴木・岡村 ５位

ボート 男子 舵手つきクォドルプル 佐沼高校 阿部・佐藤（樹）・佐藤（慧）・佐藤（太）・永浦 ５位

登山 女子 団体 宮城第一高校 ８位

男子 スクラッチ 東北高校 高橋　舜 ５位

男子 チーム・スプリント 東北高校 加藤・高橋・菅野 ８位

69kg級トータル 優勝

69kg級スナッチ 優勝（大会新記録）

69kg級クリーン＆ジャーク 優勝

85kg級トータル ６位

85kg級スナッチ ５位

85kg級クリーン＆ジャーク ５位

105kg級トータル ７位

105kg級スナッチ ８位

105kg級クリーン＆ジャーク ７位

+105kg級トータル ５位

+105kg級スナッチ ５位

+105kg級クリーン＆ジャーク ７位

学校対抗 宮城農業高校 ４位

男子 個人　フルーレ 気仙沼高校 村上　拳 ８位

女子 個人　フルーレ 常盤木学園高校 狩野　央梨沙 ４位

男子 学校対抗 仙台城南高校 ５位

男子 スプリントカヤック・ペア(500m) 中新田高校 今野・佐々木（敬） ５位

男子 スプリントカヤック・ペア(200m) 中新田高校 今野・佐々木（敬） 優勝

男子 スプリントカヤック・フォア(500m) 中新田高校 今野・佐々木（敬）・佐々木（誠）・佐藤 優勝

男子 スプリントカヤック・フォア(200m) 中新田高校 今野・佐々木（敬）・佐々木（誠）・佐藤 準優勝

男子 学校対抗 中新田高校 ６位

空手道 男子 個人組手 仙台城南高校 高橋　魁 ５位

なぎなた 女子 団体 仙台育英学園高校 ５位

少林寺拳法 男子 単独演武 東北高校 大原　郁弥 準優勝

女子 200m自由形 ６位

女子 100mバタフライ ６位

【公開競技】

自転車 女子 ポイントレース 東北高校 菅原　ななこ ６位

水泳（飛込） 男子 シンクロ板飛込 泉高校 土田　龍平 ７位

フェンシング

カヌー

水泳（競泳） 東北高校 縄　怜奈

自転車

ウェイトリフティング 男子

宮城農業高校 佐藤　康太郎

柴田高校 佐々木　洋光

宮城農業高校 早坂　淳人

柴田高校 塩見　瑛人

バドミントン

陸上競技

仙台育英学園高校 ヘレン・エカラレ

ソフトテニス

サッカー



●運営補助員が大活躍しました！ 
 大会会場では大会を支えるために県内高校生たちが運営補助員として大活躍しました。競技運営の補助や受付業務，弁当の

配布・回収，駐車場の係りなどそれぞれに与えられた場所で大会を裏から一生懸命に支えました。運営補助員の心を込めた「おも

てなし」が一般の方々の目にとまり，それを読売新聞で取り上げていただいたり，一般の方からの感謝の声が新聞に投稿されまし

た。みなさん本当にお疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

    【弓道会場】          【バレーボール女子会場】       【アーチェリー会場】      【少林寺拳法競技会場】 

 

●案内所で「おもてなしの心」でお迎えしました！ 
 JR 仙台駅西口ステンドグラス横に，宮城県白石工業高等学校建築部が制作した総合案内所を７月２８日～８月４日の８日間設

置しました。８日間で総合案内所の利用者は何と３，５００人!!多くの利用者のみなさんを高校生たちが「おもてなしの心」でお迎え

しました。   

 また，JR 仙台駅の他に，JR 利府駅，JR 多賀城駅，JR 気仙沼駅，仙台市営地下鉄泉中央駅にも案内所を設置し，学校サポート

委員会の生徒たちが会場までの案内や観光案内などを行いました。 

【駅案内所運営校】 

仙台駅・・仙台第三高校，仙台三桜高校，仙台西高校，仙台南高校，農業高校，仙台青陵中等教育学校，聖ウルスラ学院英智高校 

利府駅・・利府高校  多賀城駅・・多賀城高校  気仙沼駅・・気仙沼高校，気仙沼西高校  泉中央駅・・富谷高校，仙台商業高校，泉高校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●競技会場を花で飾りました！ 
 県内の農業科のある学校で栽培した１，５３０株の花で競技会場を

飾りました。 

 県農業高校，伊具高校，亘理高校，小牛田農林高校，加美農業高

校，本吉響高校，柴田農林高校，南郷高校，登米総合産業高校，迫

桜高校，石巻北高校の１１校にマリーゴールド，サルビア，ベゴニア，

ペチュニアなどの花の栽培をしてもらい，それらをプランターに入れ

て大会会場を飾りました。 

 大会開催期間はなかなか晴れ間が見えませんでしたが，プランタ

ーではおよそ１ヶ月間，色とりどりの花が咲き乱れ，会場を訪れる

方々を華やかにお出迎えしました。 

 毎年インターハイの会場は，たくさんの花で彩られていますが，こ

れは，昭和５２年に岡山県で開催されたインターハイにおいて，花を

通じて心の交流をしようと，地元の高校生がサルビアとマリーゴール

ドの花で会場を飾ったことから始まったものです。また，その花の種

が，「友情の花の種」として，毎年，インターハイ開催地に引き継が

れています。今回の花の種も，来年度のインターハイに引き継がれ，

大会会場で花を咲かせることでしょう。 

JR 仙台駅 

JR 仙台駅 

JR 気仙沼駅 地下鉄泉中央駅 

JR 多賀城駅 JR 利府駅 



●高校生活動制作物を競技会場に展示しました！ 

 学校サポート委員会の県内６支部で制作したモザイクアートとキャップアートを各競技会場に展示しました！ 

 この制作物は，高校生活動の一環として，全国から来場された方々に東日本大震災からの復興の姿と感謝の気持ちを発信する

ために制作したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターハイ上位入賞者が村井知事を表敬訪問しました！ 

 ９月１日（金）に南東北インターハイで優秀な成績を収めた選手のみなさんが，村井知事を表敬訪問しました。 

 カヌー競技，陸上競技などで上位入賞を果たした６校３６名の選手たちが宮城県庁を訪れ，南東北インターハイの結果報告を行

いました。選手の皆さんには，村井知事からお祝いのことばと記念の盾が授与されました。 

【 表敬訪問者 】 

 

 

 

 

  

 【村井知事のお祝いの言葉】   

 

 

 

 

 

  【少林寺拳法大原選手】      【バドミントン鈴木選手】 

学校名 種目及び結果 氏名 

中新田高校 

カヌー（カヤックペア 200m）優勝 今野魁斗・佐々木敬恒 

カヌー（カヤックフォア 500m）優勝 

カヌー（カヤックフォア 200m）準優勝 

今野魁斗・佐々木敬恒 

佐々木誠侑・佐藤千紘 

古川黎明高校 陸上競技（ハンマー投げ）優勝 菊池美緒 

農業高校 ウェイトリフティング（69kg 級）優勝 佐藤康太郎 

明成高校 バスケットボール（男子）準優勝 

相原アレクサンダー学・古川空音・塚本舞生・菱倉崇

人・八村阿蓮・蒔苗真人・田中裕也・木村拓郎・本間紗

斗・川村亮太・村上孝太・ﾊﾞﾌﾞｼｷﾝダニエル 

東北高校 

ソフトテニス（男子団体）準優勝 
水木瑠・福田成海・栗原大起・菊地逸平・北

野亮介・鈴木竜弥・林民生・新沼舜大 

ソフトテニス（男子個人）３位 北野亮介・鈴木竜弥 

ソフトテニス（女子団体）３位 
片野理音・小松芹奈・原田由文・佐藤未来 

矢作舞彩・金綾乃・小林世音・菊地捺央 

少林寺拳法（男子単独演武）準優勝 大原郁哉 

聖ウルスラ学院 

英智高校 

バドミントン（女子シングルス）準優勝 鈴木ゆうき 

バドミントン（男子シングルス）３位 嶺岸 洸 

仙南支部制作 仙塩支部制作 

石巻支部制作 大崎支部制作 

栗原登米支部制作 本吉支部制作 

【大沼県高体連会長の挨拶】 


