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（全県へ）□野球 優勝
〇１回戦 天王中６－０五城目一中
〇準決勝 天王中４－２羽城中
〇決 勝 天王中８－２大潟中 （２１年ぶり６度目の優勝）

（全県へ）□柔道男子 団体 優勝
〇天王５－０井川 〇天王５－０羽城 〇天王４－０五城目第一

川口睦己 鎌田 樹 有馬雄生個人 50 級 55 級 60 級優 勝 kg kg kg
横山海斗 櫻庭将太 菅原光輝73 級 81 級 90 級kg kg kg
伊藤匠海 三保 扇 櫻庭友花準優勝 60 級 66 級 63 級kg kg kg
（以上９名 全県大会出場）
木村大翔、登藤広夢 鈴木陽南 渡部智偉第３位 50 級 55 級 66 級kg kg kg

（全県へ）□サッカー 優勝
〇天王２－０羽城 〇天王４－２天王南

（全県へ）□剣道 男子団体 準優勝
〇天王２－０八郎潟 〇天王３－１天王南 〇天王２－２五城目第一（本数勝ち）
●天王１－４羽城 〇天王５－０大潟
個人 （全県へ）第３位 伊藤 涼奈

男子団体 準優勝□卓球
●天王２－３五城目第一 〇天王３－０羽城
個人 （３名とも全県へ）優勝 準優勝 ３位石井風優 真壁駆斗 加藤慎太郎

第３位□ソフトテニス女子
〇天王２－１天王南 ●天王０－３八郎潟 ●天王０－３五城目第一

女子団体 第３位□卓球
〇天王３－０羽城 〇天王３－２五城目第一 ●天王１－３大潟 ●天王１－３井川

第４位□バスケットボール女子
〇天王74－45五一中 ●天王67 84天王南 ●天王62－96井川 ●天王53－77八郎潟-

第５位□バスケットボール男子
●天王33－66五城目第一 ●天王27－103羽城 ●天王39－56井川 ●天王45－51八郎潟

第６位□バレーボール
予選リーグ ●天王０－２大潟 ●天王０－２井川
順位決定戦 ●天王０－２羽城

□陸上競技
1500 （全県大会、通信陸上出場）m 第１位 五十嵐 駿
3000 第４位 五十嵐 駿m

□水泳競技
50 自由形 ３０秒１２m 第１位 山田 冬樹
同 ３１秒５８第３位 加賀谷 篤

200 個人メドレー ２分３１秒３９m 第１位 田川 和寛
同 ２分４６秒３７第２位 加賀谷 篤

400 個人メドレー ５分２７秒１１m 第１位 田川 和寛
400 自由形 ５分１７秒５１m 第２位 山田 冬樹





平成２７年６月２５日

保護者の皆様
潟上市立天王中学校
校 長 舘岡 和人

平成２７年度潟上市・南秋田郡中学校総合体育大会の結果について

６月２０・２１日に行われた潟上市・南秋田郡総合体育大会では、各部ともこれまでの
練習の成果を発揮し、大健闘の結果でしたのでお知らせします。保護者の皆様の応援、誠
にありがとうございました。

総合体育大会の結果

優勝（全県へ）□野球
〇１回戦 天王中６－０五城目一中
〇準決勝 天王中４－２羽城中
〇決 勝 天王中８－２大潟中 （２１年ぶり６度目の優勝）

団体 優勝（全県へ）□柔道男子
〇天王５－０井川 〇天王５－０羽城 〇天王４－０五城目第一

川口睦己 鎌田 樹 有馬雄生個人 50 級 55 級 60 級優 勝 kg kg kg
横山海斗 櫻庭将太 菅原光輝73 級 81 級 90 級kg kg kg
伊藤匠海 三保 扇 櫻庭友花準優勝 60 級 66 級 63 級kg kg kg
（以上９名 全県大会出場）
木村大翔、登藤広夢 鈴木陽南 渡部智偉第３位 50 級 55 級 66 級kg kg kg

□サッカー 〇天王２－０羽城 〇天王４－２天王南優勝（全県へ）
男子団体 準優勝（全県へ）□剣道

〇天王２－０八郎潟 〇天王３－１天王南 〇天王２－２五城目第一（本数勝ち）
●天王１－４羽城 〇天王５－０大潟
個人 （全県へ）第３位 伊藤 涼奈

団体 準優勝□卓球男子
●天王２－３五城目第一 〇天王３－０羽城
個人 （３名とも全県へ）優勝 石井風優 準優勝 真壁駆斗 ３位 加藤慎太郎

第３位□ソフトテニス女子
〇天王２－１天王南 ●天王０－３八郎潟 ●天王０－３五城目第一

第３位□卓球女子
〇天王３－０羽城 〇天王３－２五城目第一 ●天王１－３大潟 ●天王１－３井川

第４位□バスケットボール女子
〇天王74－45五一中 ●天王67 84天王南 ●天王62－96井川 ●天王53－77八郎潟-

第５位□バスケットボール男子
●天王33－66五城目第一 ●天王27－103羽城 ●天王39－56井川 ●天王45－51八郎潟

第６位□バレーボール
予選リーグ ●天王０－２大潟 ●天王０－２井川 順位決定戦 ●天王０－２羽城

□陸上競技
1500 （全県大会、通信陸上出場）m 第１位 五十嵐 駿
3000 第４位 五十嵐 駿m

□水泳競技
50 自由形 ３０秒１２m 第１位 山田 冬樹
同 ３１秒５８第３位 加賀谷 篤

200 個人メドレー ２分３１秒３９m 第１位 田川 和寛
同 ２分４６秒３７第２位 加賀谷 篤

400 個人メドレー ５分２７秒１１m 第１位 田川 和寛
400 自由形 ５分１７秒５１m 第２位 山田 冬樹



平成２７年度 潟上市・南秋田郡中学校総合体育大会 結果

潟上市立天王中学校

平成２７年６月２０・２１日

優勝□野球

〇１回戦 天王中 五城目第一９－０

〇準決勝 天王中 羽城中３－１

〇決 勝 天王中 井川１－０

団体 優勝（全県へ）□卓球男子

〇天王 五城目第一 〇天王 羽城３－０ ３－０

団体 優勝（全県へ）□剣道男子

天王 八郎潟 〇天王 天王南 〇天王 五城目第一● ０－１ ３－０ ２－１

〇天王 大潟 〇天王 羽城２－１ ２－１

男子団体 優勝（全県へ）□柔道

〇天王 井川 〇天王 羽城 〇天王 五城目第一５－０ ５－０ ４－１

準優勝□サッカー

天王 羽城 天王 天王南０－１ ７－１

第３位□バスケットボール女子

〇天王 ●天王 ●天王51 66天王南 〇天王60－5072－45天王南 47－80五城目第一 -
八郎潟

【個人】

□柔道個人 優勝 55 級 鎌田 樹kg
60 級 三保 扇kg
81 級 櫻庭将太kg

□卓球個人 優勝 石井 風優

団体３位、個人優勝は以上の通りです。


