部活動の記録
（１）
〈男子ソフトテニス部〉
○県総体 団体 ２回戦 泉１－２東北生文大
個人 １回戦 遠藤・岩田
（泉）
４−３丸山・板垣（仙台西）
２回戦 遠藤・岩田
（泉）
０−４阿部・石黒（東北）
○夏季大会 井上・髙野
（泉）
０−４松山・庄司
（聖ウルスラ） ２回戦敗退
遠藤・水野
（泉）
３−４小山・大場
（築館） ２回戦敗退
○県新人 個人 遠藤・水野
（泉）
２−４岩淵・吉澤
（仙台三） １回戦敗退
団体戦 １回戦 泉２－１石巻工業
２回戦 泉１－２築館
○泉区近隣高校インドア大会
個人戦 遠藤・水野 第３位
井上・髙野 ベスト16
〈女子ソフトテニス部〉
○春季大会 ２回戦 浅野・小林④－０柴農川崎
佐藤・石澤０－④利府
横山・成田④－２角田
小山・鈴木④－２聖和学園
３回戦 浅野・小林④－２石巻西
佐藤・石澤０－④利府
横山・成田０－④泉館山
小山・鈴木２－④石巻西
４回戦 浅野・小林④－２仙台西
５回戦 浅野・小林④－１涌谷
ベスト16
（ジャパンカップシングルス出場権獲得）
６回戦 浅野・小林１－④東北
○県総体 団体戦 １回戦 泉②－１涌谷
２回戦 泉１－②築館
個人戦 １回戦 江口・渡部２－④仙台西
山浦・田原３－④登米
横山・成田２－④仙台育英
千田・金野④－３仙台三桜
２回戦 千田・金野３－④涌谷
浅野・小林④－１古川学園
３回戦 浅野・小林④－１利府
４回戦 浅野・小林２－④東北
ベスト32
○夏季大会 １回戦 山田・引地④－３気仙沼
山浦・渡部④－２角田
千田・金野④－１仙台南
千馬・石澤０－④登米
２回戦 山田・引地０－④東北
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○県新人

団体戦

個人戦

山浦・渡部２－④ウルスラ
千田・金野１－④好文館
１回戦 泉②－０岩出山
２回戦 泉②－０東北生活
３回戦 泉０－②常盤木
敗者復活戦 泉０－②古川学園
１回戦 山浦・渡部④－１岩ヶ崎
２回戦 山浦・渡部１－④東北

〈男子バレーボール部〉
○県総体 １回戦 泉１－２石巻
○全日本選手権県大会 １回戦 泉０－２柴田農
〈女子バレーボール部〉
○県総体 ２回戦 泉２－０気仙沼向洋
３回戦 泉０－２聖和学園
（ベスト32）
○全日本選手権大会宮城県大会一次予選 １回戦 泉２－０村田
２回戦 泉０－２仙台商
（本大会出場ならず）
○県新人 泉２－０宮城学院
泉２－０仙台第三
泉０－２明成
（２次リーグ進出ならず）
〈男子バスケットボール部〉
○総体仙塩地区予選 予選リーグ

泉54－96仙台第二
泉46－67仙台商業
泉59－61塩釜
泉63－66多賀城
○ウインターカップ県予選 １回戦 泉67－105仙台第一
○市民大会 １回戦 泉86－98仙台工業
〈女子バスケットボール部〉
○県総体 １回戦 泉95－41本吉響
２回戦 泉30－116聖和学園
○選手権大会一次大会 １回戦 泉72－55高専名取
２回戦 泉49－65仙台西 一次大会敗退
○新人仙塩地区予選大会 リーグ戦 泉90－35宮城学院
泉42－100尚絅
代表決定戦 泉75－87広瀬 予選敗退
〈男子バドミントン部〉
○県総体 学校対抗戦 １回戦
２回戦

泉３－１泉松陵
泉２－３登米 ２回戦進出
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（３）
個人戦

○県新人

ダブルス

佐藤・岡部組 ３回戦進出
赤星・佐藤組 ２回戦進出
後藤・舘澤組 ２回戦進出
櫻井・秋山組 １回戦敗退
シングルス 桑原 １回戦敗退
大宮 １回戦敗退
渡部 １回戦敗退
後藤 ３回戦進出
学校対抗戦 １回戦 泉３－１仙台二
２回戦 泉３－１泉館山
３回戦 泉０－２東北 ３回戦進出
個人戦 ダブルス 五十嵐・岡部組 ３回戦進出（ベスト32）
赤星・佐藤組 ３回戦進出（ベスト32）
小網・及川組 ２回戦敗退
シングルス 五十嵐 １回戦敗退
岡部 １回戦敗退
小網 １回戦敗退

〈女子バドミントン部〉
○県総体 学校対抗戦 １回戦 泉３－１石巻桜坂
２回戦 泉２－３登米
個人戦 ダブルス ４回戦 佐々木・山口
２回戦 兵藤・細田
１回戦 津田・三瓶、矢部・村松
シングルス ３回戦 佐々木
２回戦 細田
１回戦 矢部、山口
○県新人 学校対抗戦 １回戦 泉３－１角田
２回戦 泉０－３聖和
個人戦 ダブルス ４回戦 佐々木・山口
３回戦 村松・小川、若生・遠藤
１回戦 阿部・柴塚、上野・三瓶
シングルス ３回戦 佐々木
２回戦 村松
１回戦 遠藤
〈男子卓球部〉
○県総体 学校対抗戦 ２回戦 泉２－３亘理
○全日本卓球選手権大会ジュニアの部県予選会
１回戦 八柳３－２村上
（気仙沼向洋）
２回戦 八柳０－３阿部
（古川学園）
２回戦 及川３―２切手
（高専名取）
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３回戦
○県新人

及川０－３石沢
（聖和）
学校対抗戦 １回戦 泉２－３仙台工

〈女子卓球部〉
○県総体 学校対抗戦 １回戦 泉２－３柴農川崎
○全日本卓球選手権大会ジュニアの部県予選会
１回戦 佐藤３－１佐々木
（石巻北）
２回戦 佐藤０－３佐藤
（迫桜）
○県新人 シングルス ２回戦 佐藤０－３石田
（古川黎明）
〈弓道部〉
○県総体 男子団体 優勝
○インターハイ 男子団体 予選敗退
（11中）
○県新人 女子個人 決勝進出 伊藤 彩
（入賞ならず）
〈剣道部〉
○県総体 団体

○県新人

泉－気仙沼 １－２×
泉－聖和
３－２○ １勝１敗 予選敗退
女子予選リーグ 泉－石巻西 １－２×
泉－古川
０－３× ２敗 予選敗退
個人 男子 佐藤、家喜 初戦敗退
女子 土岐、高橋初戦敗退
団体 男子予選リーグ 泉－宮城農業
勝 本 勝 本
２
（２）
－２
（４）
×
（本数負け）
泉－佐沼
勝 本 勝 本
１
（２）
－３
（６）
× ２敗予選敗退
団体 女子予選リーグ 泉－好文館
１
（１）
－１
（１）
△
泉－泉松陵
０
（０）
－２
（３）
× ２敗予選敗退
個人 男子 髙橋 初戦敗退
大村 ３回戦敗退
個人

男子予選リーグ

女子

星 ３回戦敗退
佐々木 初戦敗退

〈サッカー部〉
○総体予選 泉９－０高専広瀬 泉２－０向山 泉０－０榴ヶ岡 泉０－２仙台三
○県総体 泉８－０気仙沼 泉２－１明成 泉０－１東北学院 11年ぶりベスト８
○新人大会予選 泉１－１塩釜 泉１－０向山 泉０－４聖和 予選敗退
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（５）
○選手権決勝トーナメント

泉１－０亘理

泉０－２東北学院

11年ぶりベスト８

〈硬式野球部〉
○春季宮城県高等学校野球中部地区大会

２回戦 泉８－５宮城広瀬
３回戦 泉０－２聖和学園
敗者復活３回戦 泉３－４仙台東
○全国高等学校野球選手権宮城大会 ２回戦 泉０－２宮城県工業
○秋季県宮城県高等学校野球中部地区大会
２回戦 泉２－１仙台第三
（延長13回）
３回戦 泉８－１仙台東
（７回コールド）
準決勝 泉15－８仙台
（８回コールド）
決勝 泉０－11仙台育英
（７回コールド）
中部地区準優勝
○秋季東北地区高等学校野球宮城県大会 １回戦 泉１－６仙台城南
〈軟式野球部〉
○宮城県高等学校軟式野球春季大会 １回戦 泉１－２東北
○全国高等学校軟式野球選手権宮城大会 １回戦 泉４－11仙台二（７回コールド）
○宮城県高等学校軟式野球秋季大会 ２回戦 泉２－３仙台育英（延長14回）
〈陸上競技部〉
○県総体 男子800ｍ
金村 雄介 １位 東北大会出場
男子八種競技
髙橋 賢斗 １位 東北大会出場
男子槍投げ
吉岡 大輝 ５位 東北大会出場
女子ハンマー投げ 本間
葵 ６位
男子ハンマー投げ 髙橋 秀輝 ９位
男子5000ｍ競歩
名和 春輝 10位
男子5000ｍ競歩
山口 海人 13位
女子1500ｍ
新舘 麻子 決勝進出14位
男子400ｍハードル 降幡 優介 準決勝進出
女子400ｍ
安達 梨乃 準決勝進出
女子400ｍハードル 川口 美欧 準決勝進出
女子100ｍハードル 藤原 穂香 準決勝進出
男子400ｍリレー
（渡邊、降幡、清岡、浅野） 準決勝進出
男子1600ｍリレー
（降幡、武田、千葉、赤間） 準決勝進出
女子1600ｍリレー
（安原、安達、川口、荒） 準決勝進出
○県新人 男子5000ｍ競歩
山口 海人 ３位 東北新人大会出場
女子400ｍハードル 川口 美欧 ６位
男子3000ｍ障害
浜橋 知輝 決勝進出11位
女子走高跳び
村田 瑠梨 13位
男子400ｍ
千葉 龍也 準決勝進出
女子100ｍハードル 川口 美欧 準決勝進出
女子100ｍハードル 藤原 穂香 準決勝進出
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女子400ｍ
針生 美桜 準決勝進出
女子800ｍ
武田 圭由 準決勝進出
女子400ｍリレー
（及川、山田、川口、針生） 準決勝進出
男子1600ｍリレー
（佐々木、千葉、大場、鈴木） 準決勝進出
女子1600ｍリレー
（千葉、針生、山田、川口） 準決勝進出
○県高校駅伝大会
男子
（金村、鈴木、大友、浜橋、髙橋、山口、川村）12位
女子
（新舘、武田、長谷川、伊藤、小野）
10位
〈ソフトボール部〉
○県総体 ２回戦 泉１－８石巻北・商
○県総合選手権大会 １回戦 泉０－８利府
○県新人 １回戦 泉８－９石巻商
〈新体操部〉
○県総体 団体 ５位
個人総合 ６位 佐々木真央
（フープ６位、リボン５位）
○県新人 団体 ７位
個人
（フープ） ９位 冨岡千夏
10位 梅森夏未
〈女子テニス部〉
○総体 団体 １回戦 対仙台南
（２−０ 勝ち）
２回戦 対多賀城
（０−２ 負け）
個人 シングルス 大嶋 梨鼓 ４回戦進出
斎藤ひなさ ４回戦進出
ダブルス
大嶋・斎藤 ４回戦進出
○新人戦 団体 ２回戦 対石巻
（３−２ 勝ち）
３回戦 対東陵
（０−５ 負け）
個人 シングル １、２Ｒ敗退
ダブルス １、２Ｒ敗退
１、２Ｒ敗退
〈美術部〉
○県高等学校美術展 優秀賞 髙橋 小春
○泉・黒川地区高等学校美術展 優秀賞・特別賞 髙橋
奨励賞 佐々木早耶

小春

〈吹奏楽部〉
○全日本吹奏楽コンクール宮城県大会
金賞（県大会で金賞を受賞したのは平成元年度以来28年ぶり）
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（７）
○全国高等学校総合文化祭
（みやぎ総文2017）
吹奏楽部門
出演（創部以来初の全国大会出場）
○第41回定期演奏会開催
○宮城県高等学校文化連盟吹奏楽専門部主催研修会でのモデルバンド
○その他、演奏会・保育園や児童館への訪問演奏・各種イベントに参加
〈文芸部〉
○宮城県高等学校文芸作品コンクール
短歌部門 最優秀賞 ２年 北川 佳
〈書道部〉
○全国高等学校総合文化祭 みやぎ総文2017 書道部門
特別賞 ３年７組 菅原美月「金子みすゞの詩」
○高校生国際美術展 書の部
佳作 ２年 橘内莉沙
倉田紗希
○玄穹社学生展
毎日新聞社賞 橘内莉沙
西川玉林堂賞 渕村穂乃花
墨運堂賞
八巻希朱
特選
武澤桃花 明石京花 澤田真穂 須貝楓子
佐々木詩織 千田瑠音 佐藤野乃花
金賞
菅原美月 大和田千加 高橋愛唯 倉田紗希
狩野 恵 東 優奈 池田芽唯 松澤果采 高橋ことみ
○県高校生選抜書展
実行委員長賞 明石京花
特選
菅原美月
秀作賞
渕村穂乃花 大和田千加 高橋愛唯 須貝楓子
○県高校書道展
第１部漢字 推薦 ２年 倉田紗希 「皇甫誕碑」
特選 ２年 武澤桃花 「王鐸 行書五律五書巻」
明石京花 「史晨前碑」
大和田千加「王献之 敬祖帖」
佐藤野乃花「祭姪文稿」
狩野 恵 「祭姪文稿」
橘内莉沙 「黄庭堅 松風閣詩巻」
１年 須貝楓子 「興福寺断碑」
金賞 ２年 東 優奈 「祭姪文稿」
１年 千田瑠音 「木簡」
第３部漢字仮名交じりの書
特選 ２年 八巻希朱 「自作詩」
明石京花 「金子みすゞの詩」
佐々木詩織「金子みすゞの詩」
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第４部大字

推薦 ２年 高橋愛唯 「選」 ※平成30年信州総文祭県代表
推薦 １年 松澤果采 「閑」
○全国学生書道展
半切１／２の部 毎日新聞社賞 ２年 武澤桃花
優秀賞
２年 高橋愛唯 大和田千加
奨励賞 ２年 佐々木詩織 明石京花 倉田紗希 八巻希朱
佐藤野乃花 橘内莉沙
１年 高橋ことみ 千田瑠音 須田楓子
半紙の部 優秀賞 ２年 橘内莉沙
奨励賞 ２年 高橋愛唯 武澤桃花 大和田千加 倉田紗希
佐々木詩織 佐藤野乃花 明石京花 高橋ことみ
○国際高校生選抜書展
入選 ２年 明石京花
○第23回全日本高等学校書道コンクール
全日本高等学校書道教育研究会賞
半紙の部
２年 橘内莉沙 武澤桃花
画仙紙の部 ２年 大和田千加 橘内莉沙 武澤桃花
優秀賞
半紙の部
２年 大和田千加
１年 須貝楓子
画仙紙の部 ２年 武澤桃花 佐々木詩織
１年 松澤果采
３年 菅原美月 平成29年度宮城県高等学校文化連盟賞
（第41回全国高等学校総合文化祭2017書道部門 特別賞受賞による）
〈放送部〉
○ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト県大会
朗読部門 優秀賞 三浦一真 小山栞奈 佐々千尋
優良賞 高橋日菜 菅原歩佳
アナウンス部門 最優秀賞 佐藤玲奈
優秀賞 米本弥紗
優良賞 玉造彩花 平野結花
ラジオドキュメント部門 優良賞 英語で開け、君！
○ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト全国大会
朗読部門 入選 三浦一真 小山栞奈 佐々千尋
アナウンス部門 佐藤玲奈 米本弥紗
ラジオドキュメント部門 英語で開け、君！
○全国高等学校総合文化祭
（みやぎ総文2017）
朗読部門 佐々千尋
アナウンス部門 佐藤玲奈 小野寺瑠乃
総合開会式司会 米本弥紗
総合開会式パレード司会 三浦一真
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○県高等学校放送コンテスト新人大会
（宮城県大会）
朗読部門 優秀賞 髙田瑞紀 小山栞奈
奨励賞 菅原歩佳
入選 芳澤遥花
アナウンス部門 優秀賞 玉造彩花
優良賞 佐藤桜子
ラジオキャンペーン部門 最優秀賞 ６秒の我慢で変われ
準優勝
鳴かぬなら…？
オーディピクチャー部門 準優勝 車椅子バスケにかける夢
○東北高等学校放送コンテスト盛岡大会
朗読 髙田瑞紀 小山栞奈
アナウンス部門 玉造彩花
ラジオキャンペーン部門 ６秒の我慢で変われ
鳴かぬなら…？
〈テニス同好会男子〉
○県総体 個人 シングルス 東、小竹 ４回戦進出
ダブルス 東・小竹組 ベスト32
団体 １回戦 泉２－１仙台育英
２回戦 泉０－２向山
○県新人 個人 シングルス 小竹 ４回戦進出
団体 １回戦 泉０－３仙台二高

「金子みすゞの詩」
書道部・３年

菅
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