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 夏季休業中、たくさんの大会が行われ、成果を挙げました。心身ともに大収穫であったと思います。２学

期も安全・安心に配慮し、豊かな学びにつなげたいと願います。 
 
○青森県中学校体育大会夏季大会   
 ◇陸上 

・女子総合 8 位 ・共通女子砲丸投 6 位 山形 心虹 33 ・共通女子 100mH4 位 倉島李々果 34 

・共通女子四種競技 2 位 青島 綾郁 25 ・1 年女子 100m7 位 蓮井 絢音 12 

・低学年女子 4×100mR7 位 

工藤 徠花 24、青島 綾郁 25、蓮井 絢音 12、佐藤 莉夏 13、田中 瑠翔 13 

・共通男子 3000m1 位 村澤 大雅 34 ・2･3 年男子 1500m3 位 三上 尊雅 32 
 ◇柔道 

・50 ㎏級 5 位 武部 結大 11 ・73 ㎏級 3 位 坂本 新志 25 ・90 ㎏級 5 位 高山 悠生 13 
・57 ㎏級 3 位 山谷奈緒子 34 

 ◇ソフトテニス 
・女子団体 3 位  
齋藤 朱莉 33、飯村 玲奈 32、檜山 汐音 31、一戸 瑠唯 35、阿部 佳歩 21、佐々木美奈 23 

 前田 莉杏 25、宮原 真凛 12 
 ◇バドミントン 

・男子団体 2 位  
木村  環 31、豊澤 雄心 31、藤田 啓舜 33、中村 理想 35、鳴海琥士朗 34、三浦 龍斗 32 
永野 聖翔 25 

・男子シングルス 5 位 木村  環 31、藤田 啓舜 33  
・男子ダブルス５位 豊澤 雄心 31、中村 理想 35 
・女子団体 2 位 
林  里姫 34、松尾 柊花 35、山田  瑛 31、三上 真奈 25、佐々木風香 21、小野 澄海 25 
川口 心夢 23 

  ・女子シングルス 5 位 佐々木風香 21 ・女子ダブルス 2 位 林  里姫 34、三上 真奈 25 
 ◇水泳 
  ・女子総合 8 位  

・800m 自由形 4 位 ・400m 自由形 8 位 山﨑 音月 13 
・200m 背泳ぎ 2 位 ・200m 個人メドレー3 位 宮内 香蓮 12 
・100m バタフライ 4 位 ・200m バタフライ 6 位 直井 我晃 32 
・400m 個人メドレー6 位 ・100m 背泳ぎ 4 位 小田桐徠貴 11 

 ◇体操  
・個人総合 4 位 ・平均台 4 位 ・ゆか 5 位 ・跳馬 5 位 ・段違い平行棒 5 位 小山内桜栞 34 

◇新体操  
・個人総合 5 位 ・クラブ 5 位 ・リボン 4 位 花岡ひなみ 16 

 
○つがるサッカーリーグ 2021(U-15) ３位 

三上 泰賜 15、奥村 斗磨 16、鳴海 堅斗 16、工藤 琉星 21、村田 蓮馬 22、佐藤 星亜 25 

工藤 吏功 31、小野斗憂牙 32、須藤 慧大 32、西谷 大朗 32、松山 泰陽 32、小田桐悠悟 33 

寺澤 優夢 33、前山 優大 33、柳原  透 33、菊池 凰聖 34、安田 芽生 34、佐藤  空 35 
 
○全日本吹奏楽コンクール青森県大会 銀賞 

平山 絵麻 32、長尾 紗和 35、福士 琴葉 21、若松 絢菜 24、齋藤 久歌 16、佐藤 萌世 33 

長内 沙桜 31、葛西 陽葵 32、原田妃菜那 35、横山 佳凜 35、池田 海都 21、吉田 有里 24 

小山 結叶 25、佐藤  環 34、尾崎 美萌 15、三浦愛緒依 35、檜山 史帆 23、長尾 青空 24 

鈴木 李恋 15、小枝亜裕加 32、鳴海 真愛 24、清藤 麻央 13、熊谷 紘樹 22、須藤 実紅 13 

宮本 鈴歌 32、田中 日陽 35、一戸 颯太 22、福田 幸来 25、田中  倖 14、須藤 安美 34 

菊池 柚花 22、石田みのり 23、葛西 奏詩 31、椎名 眞己 31、花田ほのか 21、工藤 汐織 23 

笹森 悠歌 13、中村 心優 15、須藤 莉音 35、三浦 美樹 25、菊池 果鈴 14、佐藤 紅羽 33 

横田 結生 11、佐藤詩絵織 35、中村 蒼乃 15、浅利 琉斗 31、三浦左申京 33、吉田 翔悟 22 
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○弘前地区中学校ソフトボール夏季錬成大会 2 位 

長内 美桜 22、小原 胡海 22、一戸ひかり 24、戸ケ﨑悠奈 23、齋藤 美南 15、葛西陽菜向 13  

須藤 花凜 16、花田なゆか 16、佐藤 麗愛 23、武田 整奈 11、岡元 樹里 11、石崎 弥桜 16 

杉浦さくら 12、廣瀬 莉心 14、笹森 祐月 15、對馬 愛友 12 

 

○東北中学校陸上競技大会 

 ・男子 2･3 年 1500m6 位 三上 尊雅 32 ・男子共通 3000m7 位 村澤 大雅 34 

 

○弘前市野球協会会長杯 1 位 

菊池 康介 12、西村 凱智 14、工藤 隼哉 21、櫻庭琉乃心 21、野中 啓汰 21、吹田 龍紅 21 

齋藤 來有 22、蒔苗  緑 22、小田桐銀二郎 23、鹿内遼太郎 23、田中 太朗 23、成田 来夢 23 

佐藤 恵次 24 

 ・最優秀選手賞 櫻庭琉乃心 21 ・敢闘賞 田中 太朗 23 

 

○東北中学校バドミントン大会 

・男子団体 3 位 

木村  環 31、豊澤 雄心 31、藤田 啓舜 33、中村 理想 35、鳴海琥士朗 34、三浦 龍斗 32 

永野 聖翔 25 

 ・女子団体 3 位 

  林  里姫 34、松尾 柊花 35、山田  瑛 31、三上 真奈 25、佐々木風香 21、小野 澄海 25 

川口 心夢 23 

 

○U14 ジュニアオープンソフトテニス大会 

・女子個人５位 佐々木美奈 23、宮原 真凛 12 

 

○船水杯県下クラブ対抗ソフトテニス大会 

 ・女子団体２位 

  佐々木美奈 23、阿部 佳歩 21、前田 莉杏 25、宮原 真凛 12、佐々木莉奈 13、古舘  満 11 

 

○阿部杯 弘前市内中学校ソフトテニス秋季選手権 

 ・女子個人３位 佐々木美奈 23、宮原 真凛 12、佐々木莉奈 13、古舘  満 11 

 

○U16 陸上競技大会青森県予選会 

 ・男子 1000m1 位(県新記録 全国大会出場権獲得) 三上 尊雅 32、3 位(県新記録) 村澤 大雅 34 

・女子 100mH5 位 倉島李々果 34 

 ・女子棒高跳 1 位（全国大会出場権獲得) 下山 海優 25  

・女子走高跳 3 位 下山 海優 25、7 位 青島 綾郁 25 

・女子円盤投 2 位 青島 綾郁 25、4 位 山形 心虹 33、6 位 川村  悠 31、7 位 佐藤亜加梨 22 

・女子砲丸投 2 位 佐藤亜加梨 22 

・女子 4×100mR8 位  

 下山 海優 25、工藤 徠花 24、青島 綾郁 25、田中 桜凛 24 

 

○B&G スポーツ大会青森県大会 

・カヌー中学生男子の部 1 位 佐々木健志郎 33 

・OP ヨット中学生の部 2 位 佐々木健志郎 33 

 

 


