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東北大会を勝ち抜き、南九州(沖縄)インターハイへ 

陸上競技で７名が出場権を獲得！ 
 

県インターハイを突破し、東北大会に出場した陸上競技部の選

手７名が、８月４日から沖縄県沖縄市タピック県総ひやごんスタ

ジアムを会場とする南九州インターハイへの出場権を獲得しまし

た。インターハイへ向けての抱負を語ってもらいました。 

 

男子棒高跳び 第１位  佐藤 翔太（２－６） 若松第四中出身 

 沖縄インターハイでは、たくさんの方々の応援を糧に決勝進

出、自己ベスト更新を目標に頑張っていきたいと思います。 

 

男子棒高跳び 第４位 金澤 颯汰（２－１１） 白河第二中出身 

 沖縄インターハイでは、今まで支えてくださった家族・先生・

仲間たちに感謝し、全国の決勝の舞台で戦ってきます。応援よろ

しくお願いします。 

 

女子やり投げ 第１位  中野 胡桃（２－８） 白沢中出身 

 全国大会までしっかりと準備や調整を行い本番では感謝の気持

ちを忘れずに自分の投げを表現して、５０M以上飛ばして高い表

彰台に登りたいです。応援よろしくお願いします。 

 

女子円盤投げ 第５位  大内 世捺（２－９） 福島大学附属中出身 

 インターハイでは自分の投げを大切にし、自己ベスト・決勝進

出できるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。 

 

男子円盤投げ 第４位  三本木 良坤（３－１０） 北信中出身 

 自分一人では絶対にここまで来れませんでした。たくさんの人

たちに支えてもらえたからこそ今の自分がいます。その人たちへ

の恩返しの第一歩として、沖縄インターハイでは今の自分ができ

る最高のパフォーマンスをし、全国の表彰台を目指します。 

 

男子走り幅跳び 第４位  熊田 統弥（３－１０） 福島第四中出身 

 今回東北大会では、周りの多くの方に支えられていることを改

めて感じました。沖縄インターハイでは、感謝の気持ちを持ち７M

５０以上の跳躍で入賞してきます。 

 

女子２００M 第６位  渡邉 陽菜（３－６） 松陵中出身 

 初めての全国大会で、とても緊張すると思いますが、気後れせ

ず、しっかり一本一本走っていきたいと思います。 

 

 

 

 

 インターハイ県大会結果 part２ 
【卓球】 

◇男子学校対抗 

２回戦   成蹊 ３－１ 学法石川 

３回戦   成蹊 ２－３ 会津工業  ベスト１６ 

◇女子学校対抗 

１回戦   成蹊 ０－３ 磐城第一  惜敗 

◇男子ダブルス 

２回戦  瀬戸奏治郎(2-3)・森 瑛大（2-9）３－２角田・長倉（学石） 

３回戦  瀬戸奏治郎・森 瑛大３－２赤津・松本（福島高専） 

４回戦  瀬戸奏治郎・森 瑛大０－３佐藤・高橋（帝京安積） 

瀬戸・森組 ベスト１６ 

◇男子シングルス 

１回戦  森  瑛大  ３－０新井（清陵情報） 

２回戦  森  瑛大  １－３緑川（日大東北） 

瀬戸奏治郎  ０－３橋本（あさか開成） 惜敗 

◇女子シングルス 

１回戦  齋藤 優華（1-8）１－３樫村（郡女大付属） 惜敗 

【テニス】 

◇男子団体 

２回戦 成蹊 ３－０ 郡山北工 

３回戦 成蹊 ２－０ 相馬 

４回戦 成蹊 ０－２ 日大東北   ベスト８ 

◇女子団体 

１回戦 成蹊 ２－１ 須賀川桐陽 

２回戦 成蹊 １－２ 若松商業   ベスト１６ 

◇男子シングルス 

１回戦  佐藤莞吹（2-7）２－６野崎（日大東北） 

大橋亮棋（2-9）６－２岡田（安積） 

仲澤知哉（2-6）６－４後藤（長沼） 

２回戦  大橋亮棋       ２－６樋口（会津学鳳） 

仲澤知哉       ０－６野村（磐城）      惜敗 

◇男子ダブルス 

１回戦  大橋亮棋・野崎智矢 ６－２ 高橋・石田（福島高専） 

２回戦  佐藤莞吹・仲澤知哉 ６－３ 清水・渡辺（日大東北） 

大橋亮棋・野崎智矢 ６－１ 青田・西（相馬） 

３回戦  佐藤莞吹・仲澤知哉 ２－６ 菅野・蛭田（磐城桜が丘） 

大橋亮棋・野崎智矢 １－６ 志賀・石黒（磐城） 

佐藤・仲澤組、大橋・野崎組はベスト１６！ 

 

裏面に続く 

 

 

 

 

＜行事等日程＞ 
６月２３日（日）同窓会総会  於 グリーンパレス 

６月３０日（日）第１回英検二次試験 

７月 １日（月）１期末考査・企業訪問 

  ～４日（木） 

７月 ９日（火）進研模試 

７月１１日（木）キャンパス見学会（１年文理、普通） 

７月１５日（月）海の日（休業日） 

 

インターハイ県大会結果 part1 
【陸上競技】 

男子総合 第２位   フィールド１位 

女子総合 優勝（初） トラック３位 フィールド２位 

【男女バスケットボール】 

◇男子 

１回戦 成蹊６６－９２会津  惜敗 

◇女子 

１回戦 成蹊７９－７４喜多方 

２回戦 成蹊５７－７９磐城第一  ベスト１６ 

【ソフトボール】 

２回戦 成蹊３－０平商業 

３回戦 成蹊２－１１若松商業  ６回コールド   ベスト８ 

【バレーボール】 

２回戦 成蹊２－１須賀川桐陽 

３回戦 成蹊０－２原町  惜敗  ベスト１６ 

【サッカー】 

◇男子１回戦  成蹊 ０－１ 安積  惜敗 

 

メール配信テストを終えてみて 
総務部長 福田 和久 

 ６月１０日(月)に一斉メール配信のテストを実施しまし

た。既に登録が済んでおられる方は新たな登録は必要あり

ませんが、アドレス等の変更をされた場合は、改めて空メ

ールを送信して再登録する必要があります。また、登録が

うまくいかない場合は、次のフリーダイヤルのコールセン

ターにお問い合わせください。 

㈱スキット 保護者用 コールセンター 

０１２０-９４０-６６１(平日 9:00～18:00) 



 
インターハイ県大会結果 part３ 

【テニス】 

◇女子シングルス 

１回戦 

佐藤真里菜（3-3）１－６加藤（磐城） 

佐藤 菜南（3-3）２－６佐川（磐城） 

２回戦 

熊本 莉奈（3-8）１－６坂本（安積）  惜敗 

◇女子ダブルス 

１回戦 

熊本 莉奈・佐藤 有紀(3-5)６－２秋山・賀澤（日大東北） 

佐藤真里菜・佐藤 菜南   ６－１佐藤・岩崎（福島高専） 

２回戦 

熊本 莉奈・佐藤 有紀   ２－６鎌田・佐川（磐城） 

佐藤真里菜・佐藤 菜南     ３－６村上・坂本（安積）  惜敗 

【バドミントン】 

◇男子学校対抗 

１回戦   成蹊 ０－３ 須賀川  惜敗 

◇女子学校対抗 

１回戦   成蹊 １－３ 須賀川桐陽  惜敗 

◇男子シングルス 

１回戦  星    悠大（2-7）０－２杉本（若松商業） 

２回戦  宇野 陸人（3-3）２－１芦澤（会津工業）宇野は３回戦進出 

◇女子シングルス 

１回戦  半澤絵梨子（2-6）２－０佐々木（相馬東） 

菅野 衣純（2-8）１－２林（帝京安積） 

大橋 楓夏（1-8）０－２伊藤（磐城） 

高槻 佳奈（1-9）０－２草野（いわき光洋） 

２回戦  半澤絵梨子       ２－０藁谷（平商業） 

佐藤 夢花 (3-5) ２－０飛澤（須賀川桐陽） 

半澤、佐藤は３回戦進出 

◇男子ダブルス 

１回戦  宇野 陸人・星 悠大   ０－２ 平野・本間（会津工業） 

２回戦  菅野 慶(3-9)・齋藤 優伎(2-10)０－２芝澤・菊地(白河）  

惜敗 

◇女子ダブルス 

１回戦 大橋 楓夏・加藤 胡桃(1-9)１－２白石・森（白河旭） 

菅野 衣純・黒澤 綾乃(2-7)２－０飛澤・矢吹（須賀川桐陽） 

２回戦 佐藤 彩奈(1-7)・高槻 佳奈０－２橋本・生井（白河旭） 

佐藤 夢花・半澤絵梨子０－２高橋・舟木（若松商業） 

菅野 衣純・黒澤 綾乃０－２染谷・中静（ふたば未来学園） 

惜敗 

 

 

 

 

インターハイ県北地区大会水泳競技結果 

◇男子 

５０ｍ自由形 １位・五十嵐蓮(3-10)４位・泉田龍ノ介(3-9) 

１００ｍ自由形１位・吉田朱佑(3-10) ２位・五十嵐蓮  

４位・泉田龍ノ介 

２００ｍ自由形４位・三浦俊哉(2-11) 

４００ｍ自由形 １位・二階堂隼(1-12)３位・三浦俊哉 

 ５位・高橋爽太(1-5) 

１５００ｍ自由形 １位・二階堂隼 

１００ｍ背泳ぎ３位・平井凌吾(3-5)６位・服部竜也(3-3) 

２００ｍ背泳ぎ１位・伹野智哉(3-9) ３位・平井凌吾 

１００ｍ平泳ぎ２位・須田俊(3-4) ７位・加藤雄大(1-9) 

２００ｍ平泳ぎ２位・須田俊 ５位・加藤雄大 

７位・菅野光(1-5) 

１００ｍバタフライ１位・安斎叶空(3-10) ２位・吉田朱佑 

２００ｍバタフライ１位・安斎叶空 

２００ｍ個人メドレー１位・伹野智哉 ３位・服部竜也 

４×１００ｍリレー １位・成蹊（吉田朱佑、伹野智哉、 

五十嵐蓮、安斎叶空） 

４×２００ｍリレー １位・成蹊（伹野智哉・安斎叶空 

・吉田朱佑・五十嵐蓮） 

４×１００ｍメドレーリレー １位・成蹊（伹野智哉 

・五十嵐蓮・安斎叶空・吉田朱佑）大会新 

総合 優勝（１９４点） ４年連続６回目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇女子 

５０ｍ自由形   １位・秋山栞名(1-7) ４位・田中美楓(1-4) 

 ６位・泉田琴音(1-3) 

１００ｍ自由形  １位・斎藤美月(2-10) ３位・田中美楓 

 ５位・泉田琴音 

２００ｍ自由形  ３位・馬場麻由(1-3) 

４００ｍ自由形  ２位・狩野瑠瑠(2-5) 

８００ｍ自由形  ２位・狩野瑠瑠 

１００ｍ背泳ぎ  １位・佐藤夏香(2-11) ６位・馬場麻由 

２００ｍ背泳ぎ  １位・斎藤美月 

１００ｍ平泳ぎ  ２位・北原楓夏(3-10) ６位・矢部晴花(1-7) 

 ８位・菅野凜(3-10) 

２００ｍ平泳ぎ  ２位・北原楓夏 ５位・矢部晴花 

 ６位・菅野凜 

１００ｍバタフライ１位・秋山栞名 大会新 

 ６位・佐藤宮実(1-4) 

２００ｍ個人メドレー５位・佐藤宮実 

 ６位・高橋杏珠(1-4) 

４×１００ｍリレー  １位・成蹊（北原楓夏、秋山栞名、 

斎藤美月、佐藤夏香） 

４×２００ｍリレー  １位・成蹊（斎藤美月、佐藤夏香、秋山栞名、 

北原楓夏） 

４×１００ｍメドレーリレー １位・成蹊（佐藤夏香、北原楓夏、 

秋山栞名、斎藤美月） 

総合 優勝（１７１点） ３年連続１７回目 

 

 

 

 

 

※ 尚、水泳競技の県大会が 6月 21日～23日郡山市開成山プール

にて開催されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


