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～ 総体(仙南・県大会)の結果～

祝

（１）

☎ 0224-63-3001
FAX 0224-63-0523

5 月から 7 月にかけ、仙南総体と県総体，東北大会が行われました。
角田高生も各種の競技で練習の成果を発揮しようと頑張りました。
３位以上の結果と優秀な成績をおさめた生徒の感想も紹介します。

空手道部 県総合 第１位
インターハイ出場決定

おめでとう！ 仙南・県の上位入賞
空手道部
県総体 女子総合 第１位
女子団体組手 第１位
女子個人組手 第１位 小野さくら
第３位 鈴木そら 金澤杏奈
○祝 東北大会 ・ インターハイ 出場 決定
陸上部

空手道部 大泉そよ (3 年角田中出身)

空手道部 小野さくら (3 年大河原中出身)

私たち空手道部は｢先輩方を越える｣
という目標の下，毎日練習に励んでき
ました。決勝では自分達の力を信じて
戦い，県総体団体組手の部で総合優勝
し，１２年ぶりに団体でインターハイ
出場権を勝ち取ることができました。
インターハイでは支えて下さった
方々への感謝の気持ちを忘れず、頂点
目指して頑張ってきます。

私は，県総体個人戦で優勝しインタ
ーハイの切符を手に入れることができ
ました。地元の角田市体育館が会場だ
ったため，沢山の方々の応援を頂き，
これも大きな力になりました。
奈良県で行われるインターハイで
は，感謝の気持ちを忘れず，常に強気
で初戦をしっかりと勝ち，一つでも多
く勝ち上がることができるよう頑張っ
てきます。応援よろしくお願いします。

県総体女子ハンマー投げ 第２位 根本伊ぶき
○祝 東北大会 出場
弓道部

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 佐久間芽依(3 年角田中出身)

仙南総体 女子団体 第 1 位 A チーム
女子個人第１位 菊地加純 第 6 位佐藤美菜子
男子個人第１位 緑川右京
男子バドミントン部
仙南総体 男子学校対抗戦 第３位
ダブルス

7/23(木) 角田市長を表敬訪問

第３位 島貫秀也 宍戸建太

大友角田市長から激励を頂きました。

女子バドミントン部
陸上競技部

仙南総体 女子学校対抗戦 第１位
第１位 佐久間芽依 第２位 馬場未佳
シングルス 第３位 湊ゆづき 咲間まみ
ダブルス

第１位 馬場未佳 咲間まみ
第２位 佐久間芽依 湊ゆづき

男子ソフトテニス部
仙南総体男子個人第１位 秋山太輝 玉手袈偉
女子ソフトテニス部
剣道部

仙南総体女子団体 第３位

仙南総体男子団体 第３位

男子個人 第３位 山本雄治
女子バスケットボール部 仙南総体 第３位

野球部 春季南部大会

※3 勝して県大会出場

春季県大会 4-3 東北学院
3-7 石巻 ※県ベスト 16

甲子園予選 1-2 佐沼

惜敗

佐藤千夏(3 年丸森中出身)

私たち陸上競技部は，多くの部員が
東北大会以上を目標に県総体に出場し
ました。結果として目標を達成できた
のは，根本伊ぶき(3年:角田中出身)さんがハン
マー投げで第２位になり，東北大会に
出場することができました。
そのほかの選手も，ほとんどが自己
ベストを更新し，今までより成長した
走りをすることができました。沢山の
応援本当にありがとうございました。

私たち女子バドミントン部は仙南総
体で団体戦優勝,個人戦上位独占，県総
体では団体戦ベスト８という目標を達
成することができました。県総体は，
１回戦から苦しい戦いでしたが，部員
全員が一致団結して掴み取った結果だ
と思います。１・２年生は，この結果
に満足せず，もっと上を目指してほし
いです。応援ありがとうございました。

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部

加藤亜聖 (3年:槻木中出身)>

私たち男子バドミントン部は仙南
総体団体戦で３位,個人戦ダブルスは
３位に一組入ることができました。県
総体では団体戦は惜しくも負けてし
まいましたが,この悔しさをバネに後
輩達には仙南総体優勝，県総体ベスト
８以上を目指してほしいと思います。
それには大変な練習が必要になりま
すが，伝統ある角田高校男子バドミン
トン部の完全復活を期待しています。

（２）

クラス全員が“燃えた”校内球技大会 ～周到な準備と，大会運営への全校生徒の協力のもと，成功裏に終わる ～
7 月9日(木)～10日(金)に，
角田市総合体育館を会場にして，
校内球技大会が行われました。この大会は，体育委員会が主体
的に企画・運営に携わってきたものです。当日は，バスケット
ボール部員やバレーボール部員，保健厚生委員など多くの協力
のもと，成功裏に大会を終えることができました。
各競技では，クラスの団結はもちろん，クラスの枠を越えた
応援も多く見られ，学校全体の一体感がよく現れていました。
特に，閉会後の 3 年生全員での｢凱歌｣は感動的でした。
【男子バスケットボール】
1位
2年5組
2位
2年4組
3位
2年1組
3位
2年3組
【女子バスケットボール】
1位
3年4組
2位
3年1組
3位
3年3組
3位
1年2組
【ドッヂボール(混合)】
1位
3年4組
2位
2年5組
3位
2年4組
3位
1年3組

【男子バレーボール】
1位
3年4組
2位
3年2組
3位
2年5組
3位
2年2組
【女子バレーボール)】
1位
3年1組
2位
3年3組
3位
3年4組
3位
2年3組
【二人三脚】※新種目
1位
1年3組
2位
1年4組
3位
2年2組
4位
3年2組

【総合成績】
1位
3年4組
2位
1年3組
3位
2年5組
【クラスＴシャツ賞】

3年3組

地域のゆるキャラも応援にきてくれました 姉妹校ドーバー高校生も参戦

総合優勝！ 3 年 4 組！

おめでとう 総合優勝 3 年 4 組

トピックス

美術部 大活躍
○ 全国高文祭へ出展・参加
柴崎亜美さん【3 年:角田中出身】
右の作品は，昨年の県展で優秀賞を頂いた｢祖母｣です。制作者の柴崎
さんは県からの推薦を受けて，７月２８日から開催される全国総合文化
祭に出展し，柴崎さんも参加します。おめでとうございます。
○仙南美術展の感想
部長：河本 沙梨菜【3 年:槻木中出身】
私たち美術部は 7 月 17 日から白石で行
われた仙南美術展へ作品を出品しました。
この大会に向けて部員全員での合宿を含
め約 4 ヶ月をかけて制作してきました。
その結果，１位の賞こそ逃したものの，
３年生５名，２年生５名，１年生１名の
計１１名が優秀賞や奨励賞などの素晴ら
しい賞をいただくことができました。
この結果に，角高の美術部は仙南の学校
では群を抜いていると自信が付きました。
秋には，県展があります。１・２年生
には引き続き頑張ってもらい，多くの作
柴崎亜美さん：｢祖母｣
品が入賞することを期待しています。

今後の主な日程
○夏季休業 7/28～8/20
8/21(金)は 8：30 まで登校
1・2 年生は実力テストです。
○角高祭
8/28(金)
8/29(土)
8/30(日)
8/31(月)

仮装行列
校内発表
一般公開
振替休業日

○前期末考査
9/24(木)～9/29((火)

ソフトテニス部 秋山君 全国大会 出場
○秋山太輝 【3 年:北角田中出身】
私は 6 月 26 日(金)から
北海道で行われたハイス
クール・ジャパンカップ
(ゴーセン杯)シングル戦
全国大会に出場しました。
各県の代表達が集まる
この大会は，どの選手も
レベルが高く，初出場の
私は不安と緊張でいっぱ
いでした。
結果は二回戦で敗退し
ましたが，一回戦は思い
切ったプレーができ勝つ
ことができました。
全国は最高の舞台でした。

角高祭
一般公開

8/30(日)
Ｉｍａｇｉｎａｔｉｏｏｏｏｏｎ
～ 一瞬にかける青春 ～
制作：今泉瑞稀さん【2 年:槻木中出身】

