
平成２９年度胆江地区中総体 金ケ崎中学校の結果

部 名 １日目（６月１７日） ２日目（６月１８日）

軟式野球

準々決勝敗退
○準々決勝

対 江刺東 ２－３（負）

サッカー

第３位

対 前沢 ３－１（勝）

対 江刺一 ０－１（勝）
準決勝 対 東水沢 ０－２（負）

第３位

バスケットボール男子

予選リーグ敗退

対 前沢 38－60（負）

対 江刺一 20－45（負）

バスケットボール女子

予選リーグ敗退
対 前沢 31－44（負）

対 東水沢 72－71（勝）

バレーボール男子

優勝（県大会）

対 江刺東 ２－０（勝）

対 胆沢 ２－０（勝）
準決勝 対 江刺一 ２－０（勝）

決勝 対 水沢南 ２－０（勝） 優勝

バレーボール女子

準優勝（県大会）
・対 胆沢 ０－２（負） ・対 水沢 ２－０（勝）

予選リーグＡブロック２位通過

○決勝トーナメント１回戦 対 前沢 ２－０（勝）

準々決勝 対 水沢南 ２－０（勝）

準決勝 対 江刺一 ２－１（勝）

決勝 対 胆沢 ０－２（負） 準優勝

ソフトテニス男子

団体 優勝（県大会）

個人２ペア（県大会）

個人戦

・準決勝 及川颯・及川嵩 対 前沢 4-1（勝）

昆・佐藤 対 江刺一 4-0（勝）

・決勝 及川颯・及川嵩 ４－１ 昆・佐藤

優勝 及川 颯(3-3)・及川嵩史(3-2)（県大会出場）

準優勝 昆 凌雅(3-1)・佐藤 洸(3-1)（県大会出場）

団体 予選リーグ １位通過

準決勝 対 前沢 ２－１（勝）

決勝 対 江刺一 ２－０（勝） 優勝

ソフトテニス女子

団体 優勝（県大会）

個人１ペア（県大会）

個人戦

・準決勝 前角地・及川 対 前沢 4-0（勝）

・決勝 前角地・及川 対 胆沢 4-3（勝）

優勝 前角地彩菜(2-2)・及川 涼(2-1)（県大会出場）

団体 予選リーグ １位通過

準決勝 対 水沢南 ２－０（勝）

決勝 対 胆沢 ２－０（勝） 優勝

卓球男子

団体 準優勝（県大会）

個人３名（県大会）

予選 対 江刺一 3-0（勝） 対 東水沢 3-0（勝）

対 江刺南 3-0（勝） 対 前沢 3-0（勝）

＊予選リーグ１位通過

決勝トーナメント 準決勝 対 胆沢 ３－１（勝）

決勝 対 江刺一 １－３（負）

個人戦

岩渕拓海(3-5) 準優勝、菊池 翔(3-1) 第３位

加藤健臣(3-2) ベスト８（以上県大会）

関原龍生(2-1)、須藤治輝(2-5) ２回戦敗退

卓球女子

団体 準優勝（県大会）

個人１名（県大会）

予選 対 水沢 3-2（勝） 対 江刺南 3-0（勝）

対 水沢南 3-1（勝） ＊予選リーグ１位通過

決勝トーナメント 準決勝 対 前沢 ３－０（勝）

決勝 対 東水沢 １－３（負）

個人戦

岩渕萌綾(3-1) ベスト８（県大会出場）

髙橋結花(3-2)、有住奈々(2-4) ベスト１６

伊藤あかり(3-3) ２回戦敗退

バドミントン男子

団体戦 １回戦敗退
団体戦 １回戦 対 前沢 ０－３（負） 個人戦

・シングルス 砂森頼人(3-1) ベスト８

・ダブルス 鍋割景舟(3-3)・松本一輝(3-5)ベスト８

バドミントン女子

団体戦 ２回戦敗退
団体戦 １回戦 対 江刺東 ２－１（勝）

２回戦 対 衣川 １－２（負）

個人戦

・ダブルス 夏井優凜(3-4)･上松未憂(3-5)ベスト８

ソフトボール女子
（水沢南と合同チーム）

対 前沢 ０－14（負）［４回コールド］

対 江刺一 ２－19（負）［４回コールド］

対 東水沢 10－18（負）［５回コールド］

水沢 １－10（負）［５回コールド］

柔 道

個人３名（県大会）
団体戦 予選 Aリーグ 江刺一、水沢南に負け予選リーグ敗退

個人戦 55kg 級 優勝 佐々木俊輔(2-3)（県大会） 90 ㎏級 ３位 及川祐希(3-3)（県大会）

90 ㎏超級 ２位 小出 輝(2-1)（県大会）

剣 道

男子団体 準優勝（県大会）

女子団体 優勝（県大会）

個人 男子２名（県大会）

女子１名（県大会）

男子 団体 準優勝（県大会）

女子 団体 優勝 （県大会）

個人戦 男子 優勝 小澤勇人(3-4) 5 位 高橋諒多(2-5)（以上県大会）

個人戦 女子 3 位 菊池咲凪(3-1)（県大会）

予選Ｂリーグ

２位通過

予選リーグ

Ａブロック

１位通過


