
6 月 16 日（土）と 17 日（日）に、平成 30 年度胆江

地区中学校総合体育大会が開催されました。種目毎の

会場で、各校の精鋭代表選手が集い熱戦を繰り広げま

した。今年度から地区中体連の事務局が東水沢中学校

となったこともあり、全会場を見て回ることが叶いま

せんでしたが･････。続々と寄せられる報告に一喜一

憂した２日間でした。

この２日間、

大会を観戦し

て生徒諸君の

力一杯のプレ

ーを目の当た

りにして大き

な感動を味わ

うことができ

ました。中でも、瞬時に求められる判断と次のプレー

への連携の素晴らしさは忘れられないものとなりま

した。日頃から鍛えられてきた冷静な判断力と力強い

行動力が躍動していました。部活動の練習で身につけ

たプレーと日常生活の中で身につけた姿が共に必要

であることを確認するものでした。「良きプレーヤー

は、良き生活者」と生徒諸君は口々に述べますが、や

はり「良き生活者が、良きプレーヤー」となることを

示してくれたものと思います。普段の生活や学習から

真剣に集中して取り組み、今何を成すべきかを考え行

動実践している姿が大事な大会に生きてくることを

ものがたっていると思います。

そして、諦めずにボールを追い続けた時に、必死に

集中し勝機を探り続けた時に活路が見出される瞬間

があると感じました。勝負を諦めて下を向いた瞬間に

結果は自ずと決まってしまうようでした。半端ない金

中生の勝利への情熱が実を結んだのだと思います。

さらに試合会場中に響き渡る熱い応援！その中で

プレーできる生徒諸君は何と幸せなのだろうと改め

て思いました。この応援をしてくださる全ての方々に

感謝の思いを忘れずにいてほしいと願っています。

21日（木）に

は地区中総体報

告会が行われま

した。各部の代

表からは試合経

過、今まで支え

てくださった方々へ感謝そして後輩諸君への激励が

述べられました。さらに今まで部活動で積み上げてき

た努力と仲間との絆を誇りとして、これからも頑張り

続けることを示してくれました。

一生懸命に部活動に取り組んできた生徒諸君に大

きな拍手と大きな声援を頂いた全ての方々に改めて

感謝いたします。地区中総体の結果は次の通りです。

授業で勝負・先手必勝の挨拶・心を耕す読書、そして高き志を

き ざ は し
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平成３０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１６日） ２日目（６月１７日）

軟式野球

第３位

○準々決勝

対 江刺東 ２－１（勝）

○準決勝

対 前沢 ０－１（負） 第３位

サッカー

予選リーグ敗退

対 江刺一 ０－１（負）

対 胆沢 １－０（勝）

バスケットボール男子

予選リーグ敗退

対 前沢 43－65（負）

対 水沢南 44－77（負）

バスケットボール女子

予選リーグ敗退

対 江刺一 14－104（負）

対 東水沢 20－106（負）

バレーボール男子

優勝（県大会）

対 水沢 ２－０（勝）

対 東水沢 ２－０（勝）
準決勝 対 江刺東 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 江刺一 ２－１（勝ち）

対 前沢 ２－０（勝）
予選リーグＢブロック１位通過

準決勝 対 江刺一 ２－０（勝）

決勝 対 胆沢 ０－２（負） 準優勝

ソフトテニス男子
個人戦

・準々決勝

中橋・及川組 対 前沢 3-4（負）

ベスト８

その他の組は 1回戦又は２回戦で敗退

団体 予選リーグ ２位通過

決勝トーナメント

準決勝 対 水沢南 ０－２（負）

県大会出場決定戦

対 江刺一 ０－２（負）

ソフトテニス女子

個人１ペア（県大会）
個人戦

・準決勝 菅原・遠藤 対 水沢 4-1（勝）

・決勝 菅原・遠藤 対 胆沢 0-4（負）

準優勝 菅原美亜(3-4)・遠藤風華(3-3)（県大会出場）

団体 予選リーグ ２位通過

決勝トーナメント

準決勝 対 水沢南 ０－２（負）

卓球男子

個人１名（県大会） 予選Ｂリーグ ３勝１敗 ＊予選リーグ２位通過

決勝トーナメント １回戦 対 前沢 ３－０（勝）

準決勝 対 水沢 １－３（負）

個人戦

関原龍生(3-1) 優勝（県大会出場）

小向健太(3-3) ベスト８

卓球女子

優勝(県大会)
予選Ｂリーグ ２勝１敗 ＊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 前沢 ３－２（勝）

決勝 対 水沢南 ３－２（勝） 優勝（県大会出場）

個人戦

佐藤愛子 堀田菜々美 ベスト８

バドミントン男子

団体戦 １回戦敗退
団体戦 １回戦 対 水沢南 １－２（負）

個人戦

・シングルス 鈴木優也 ４位

米倉永遠 ベスト８

・ダブルス 伊丹翔哉・吉田 颯 ベスト８

バドミントン女子

団体戦 １回戦敗退
団体戦 １回戦 対 江刺一 ０－３（負） 個人戦

・1回戦又は２回戦で敗退

ソフトボール女子
（東水沢と合同チーム）

０勝４敗

対 水沢南 ２－８（負）

対 江刺一 ４－５（負）

対 水沢 ０－５（負）

前沢 １－11（負）［４回コールド］

柔 道

個人２名（県大会） 団体戦 予選Ｂリーグ 江刺一、東水沢に負け予選リーグ敗退

個人戦 50kg 級 優勝 佐々木俊輔(3-3)（県大会） 90 ㎏超級 優勝 小出 輝(3-1)（県大会）

剣 道

男子団体 優勝（県大会）

女子団体 ３位（県大会）

個人 男子２名（県大会)

男子 団体 優勝 （県大会）

女子 団体 ３位 （県大会）

個人戦 男子 準優勝 高橋諒多(3-5) 5 位 宮舘秀弥(3-4)（以上県大会）

得失点差により

予選リーグ敗退

予選リーグ

Ａブロック

１位通過


