
　　　　　　　　　　　　　　　　生徒指導部

入賞の部（３位以上）
順　位

優　勝 男子１１０ｍＨ　　横澤優心 女子柔道70kg級　勝浦里子
男子４００ｍＨ　　　　〃 女子ハンマー投　村上来花

男子やり投　　　　坂田　陽 女子走高跳　　　佐々木七海

男子４×４００ｍＲ 女子円盤投　　　石澤美菜海
　工藤操明  ｵｰｽﾃｨﾝｲｹﾝﾅ 女子やり投げ　　一戸麗莉
　羽賀彪希  佐々木登伊 女子三段跳　　　藤本悠巴

女子４×１００ｍＲ
　小笠原麗亜  加藤心美
　三國花琳　  千田恵利佳

２　位 男子卓球ダブルス２位 女子4×400mR　
　工藤大全　 虻川大翔 　加藤心美　 佐藤明依
相撲男子個人　 棟方聖蓮 　工藤花莉　 安田幸恵
相撲８０kg級 　棟方修幸 女子１００ｍ　　　三國花琳

男子２００ｍ　　　山本健心 女子走高跳　　　　齋藤心音

男子４００ｍＨ　　成田　湊 女子砲丸投　　　　石澤美菜海

男子三段跳　　　　外崎隼矢 女子やり投　　　　鈴木珊瑚

男子八種競技　　　笹森陸人

相撲　棟方聖蓮
３　位 男子４００ｍ　　　ｵｰｽﾃｨﾝｲｹﾝﾅ 女子２００ｍ　　　三國花琳

男子やり投　　　　葛西　駿 女子１００ｍＨ　　葛西ひらり

男子八種競技　　　栗林太郎 女子円盤投　　　　村上来花

女子卓球 ソフトテニス男子個人 女子ハンマー投　　石澤美菜海

　成田青空  長内悠真 女子七種競技　　　古村希波

　澤田透和  竹村華瑠

柔道男子９０kg級　阿部慶獅

柔道男子８１kg級　森　碧蘭

相撲８０kg級　　　齊藤栖佳

相撲１００kg級　　栩内陽向
相撲100kg以上級　 棟方聖蓮

太字は表彰の対象。
各部の成績

東北 全国

①バスケットボール 男子 　　第３位
女子 ベスト１６

②弓　　　道 男子 予選敗退
女子 　　　　準決勝敗退 第５位飯塚萌々夏

③バドミントン 男子 １回戦敗退

女子 ベスト８
④バレーボール 女子 　　　　　　　　　２回戦敗退

⑤ソフトテニス 男子 　準優勝 ○

女子 ベスト８

⑥体　　　操 男子 　準優勝

女子 　
棄権

第６位　女子個人　下山優依

⑦ソフトボール 女子 　準優勝

⑧卓　　　球 男子 　準優勝 シングルスベスト８：
工藤大全、虻川大翔、岡田陽平 ○ ○

女子 　　第３位 ダブルスベスト８：鳥谷和未・増田梨音

⑨剣　　　道 男子 ベスト８

女子 　　第３位

⑩柔　　　道 男子 ベスト８

女子 優勝 ○

⑪相　　　撲 　　第３位 ○

⑫陸上
競技

男子 優勝 ○

女子 優勝 ○

⑬サッカー ベスト８ 中止

⑭硬式野球部

個人成績(ベスト８以上～５位) 県外大会

相撲

部　　　　名 団体の成績

女子剣道

５位以上入賞者多数

男子バスケットボール

男子体操
男子卓球
女子ソフトボール
女子ソフトボール

★女子総合準優勝「友情杯」獲得(４大会ぶり４回目)

中止

中止

　　　　　令和３年度　高校総体成績一覧表    　　

団　　　体 個　　人

男子陸上競技
女子陸上競技
女子柔道



　　　　　　　　　　　　　　　　生徒指導部

入賞の部（３位以上）
順　位

優　勝 女子柔道 男子柔道81kg級　森碧蘭 女子柔道70kg級　勝浦里子

男子JrB砲丸投　 花田康裕 女子ハンマー投　村上来花

男子400mH　　　 横澤優心 女子走高跳　　　工藤美紗

男子300mH　　　　　〃 女子円盤投　　　石澤美菜海
女子JrB100mYH　 佐藤悠大 女子やり投げ　　一戸麗莉
男子100m　　　　山本健心 女子400ｍ　　　 佐藤明依
男子200m　　　　　 〃 女子JrB100mY 　古村雪貴

２　位 男子柔道90kg級　木村維吹 女子弓道　　　　　飯塚萌々夏

男子卓球 男子柔道81kg級　鎌田透羽 女子300ｍH　 　　 葛西ひらり
女子4×400ｍＲ　  加藤心美

女子ソフトボール  佐藤明依 千田恵利佳 須藤笑実
女子ソフトボール 女子ハンマー投　　石澤美菜海

女子砲丸投　　　　　　〃
女子円盤投　　　　村上来花
女子やり投げ　　　鈴木珊瑚
女子三段跳　　　　藤本悠巴

３　位 相撲　棟方聖蓮 女子走高跳　　　　佐々木七海

女子卓球 男子卓球ｼﾝｸﾞﾙｽ　工藤大全　 女子100ｍ　　 　　三國花琳

男子バスケットボール  〃 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 工藤大全 虻川大翔　 女子JrB100mY　　　安田里光
女子バスケットボール 男子ソフトテニス個人 女子走幅跳　　　　村山結希
女子弓道（ベスト４） 　成田青空 長内悠真 女子走高跳　　　　齋藤心音
女子体操 男子柔道90kg　　　阿部慶獅 女子円盤投　　　　鈴木珊瑚

男子柔道66kg　　　村岡萌総
男子柔道60kg　　　藤原太耀
男子400ｍ　　 　　羽賀彪希
男子Jr110mJH　　　岸聖汰
男子110ｍH　　　  横澤優心
男子やり投　　　　坂田陽

太字は表彰の対象。
各部の成績

男子 ベスト４
女子 ベスト４
男子 予選敗退
女子 ベスト４ ７位：工藤柚杏

男子 ３回戦敗退
女子 ベスト８
女子 ２回戦敗退
男子

　準優勝
ベスト８：工藤大和・樋口拓海
　　　　　山賀滉己・石澤葵音
　　　　　澤田透和・竹村華瑠

女子 ベスト８
男子
女子 第３位 ４位：小竹凜花　７位：下山優衣

女子　準優勝
男子　準優勝

女子 第３位 ベスト８：ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 鳥谷和未・増田梨音
ベスト８：ｼﾝｸﾞﾙｽ 鳥谷和未、増田梨音

男子 ベスト８
女子 第３位
男子 ベスト８
女子優勝

　準優勝
男子
女子

地区予選敗退

⑧卓　　　球

⑨剣　　　道

⑫陸上競技

⑭野球

５位以上入賞者多数

⑬サッカー 地区大会のみ県大会なし

⑩柔　　　道

⑪相　　　撲

②弓　　　道

③バドミントン

④バレーボール

⑤ソフトテニス

⑥体　　　操

⑦ソフトボール

女子剣道

部　　　　名 団体の成績 個人成績(ベスト８以上～５位)

①バスケットボール

相撲

男子ソフトテニス

　　　　　令和３年度　県春季大会成績一覧表

団　　　体 個　　人


