
平成２９年度胆江地区新人大会 金ケ崎中学校の結果（確定版）

部 名 １日目（９月１６日） ２日目（９月１７日）

軟式野球

２回戦敗退
○準々決勝

対 水沢南 １－２（負）

サッカー

予選リーグ敗退

対 胆沢 ２－７（負）

対 東水沢 ０－５（負）

バスケットボール男子

予選リーグ敗退

対 江刺一 34－87（負）

対 水沢南 47－79（負）

バスケットボール女子

予選リーグ敗退

対 水沢 22－62（負）

対 東水沢 9－123（負）

バレーボール男子

優勝（県大会）

予選リーグＢブロック
ž 対 東水沢 ２－０（勝）

ž 対 水沢南 ２－０（勝）

予選リーグＢブロック１位

決勝リーグ
対 胆沢 ２－０（勝）

準決勝 対 江刺東 ２－０（勝）

決勝 対 江刺一 ２－０（勝）

バレーボール女子

準優勝（県大会）

予選リーグＡ組
・対 水沢 ２－０（勝）

・対 衣川 ２－０（勝）

予選リーグＡ組１位

決勝リーグ
対 胆沢 ０－２（負）

対 前沢 ２－０（勝）

２位決定戦 対 東水沢 ２－０（勝）

ソフトテニス男子

個人１ペア（県大会）
個人戦

・準々決勝 中橋・及川 対 前沢 3-4（負）

代表決定戦 中橋・及川 対 水沢南 4-0（勝）

中橋・及川 対 東水沢 4-0（勝）

第 5位 中橋空大・及川（県大会出場）

団体 予選リーグ ２位通過

決勝トーナメント
ž 準決勝 対 前沢 ０－２（負）

ž 代表決定戦 対 水沢南 ０－２（負） 第３位

ソフトテニス女子

団体 準優勝（県大会）

個人１ペア（県大会）

個人戦

・準決勝 菅原・遠藤 対 水沢 4-2（勝）

・決勝 菅原・遠藤 対 胆沢 0-4（負）

準優勝 菅原美亜・遠藤風華（県大会出場）

団体 予選リーグ ２位通過

決勝トーナメント

ž 準決勝 対 胆沢 ２－０（勝）

ž 決勝 対 水沢 １－２（負） 準優勝

卓球男子

個人１名（県大会）
予選 対 水沢 3-0（勝） 対 江刺一 3-1（勝）

対 胆沢 3-1（勝） ＊予選リーグ１位通過

決勝トーナメント 準決勝 対 水沢 ０－３（負）

３位

個人戦

準優勝 関原龍生（県大会出場）

須藤治輝、小向健太、根本隆 ベスト 16

他は１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 前沢 0-3（負） 対 胆沢 3-0（勝）

対 江刺南 3-0（勝） ＊予選リーグ 2位通過

決勝トーナメント １回戦 対 江刺一 ３－０（勝）

準決勝 対 東水沢 ３－２（勝）

決勝 対 前沢 ２－３（負）

準優勝

個人戦

３位 有住奈々（県大会出場）

佐藤愛子 ベスト 8

及川亜美、岩渕有唯 ベスト 16

他は 1回戦、２回戦で敗退

バドミントン男子

団体戦 ４位（県大会）

団体戦 予選リーグ Ａブロック ２勝１敗 ２位

対 水沢南 ３－０（勝）

対 江刺一 ３－０（勝）

対 衣川 ０－３（負）

決勝トーナメント

準決勝 対 東水沢 １－２（負）

３位決定戦 対 衣川 １－２（負）

個人戦
・シングルス 鈴木優也 ３位

米倉永遠 ベスト 8

・ダブルス 伊丹翔也・吉田颯 ベスト８

他は２回戦敗退

バドミントン女子

団体戦 予選リーグ敗退

団体戦 予選リーグ

対 前沢 １－２（負）

対 水沢南 １－２（負）

個人戦
・シングルス 全て初戦敗退

・ダブルス 遠藤愛奈･朝倉瑞稀 ベスト８

他は 1回戦、２回戦で敗退

ソフトボール女子
（江刺一・水沢南と合同チーム） 対 東水沢 12－0（勝）［４回コールド］ 対 水沢 4－5（負） ３位

柔 道

個人２名（県大会）
団体戦 予選 Bリーグ 前沢、水沢に負け予選リーグ３位 決勝トーナメント 対 東水沢 １－３で負け敗退

個人戦 50kg 級 優勝 佐々木俊輔（県大会）、90 ㎏超級 優勝 小出 輝(2-1)（県大会）

剣 道

男子団体 優勝（県大会）

女子団体 優勝（県大会）

個人 男子３名（県大会）

女子２名（県大会）

男子 団体 優勝 （県大会）

女子 団体 優勝 （県大会）

個人戦 男子 2 位 宮舘秀弥 3位 小関冬威 7位 伊藤優希（以上県大会）

女子 3 位 千葉千花 5位 髙橋夕桜（以上県大会）

個人戦 １年生の部 （男子）3 位 家子唯貴

（女子）2位 髙橋夕桜（県大会）、3 位 桐山くるみ

予選Ａリーグ

敗退

予選敗退

予選敗退

予選敗退

４位

県大会出場

優勝

準優勝


