
学校の沿革 
昭和２５年度 

 5.17 広幡村・塩井村・六郷村の 3力村をもって組

合立広井郷中学校として設立認可 

 9. 7  起工式 

 11. 1  上棟式 

昭和２６年度 

 4. 1 開校式 初代校長 小出茂氏着任 

 7. 1 体育館落成式・校舎竣工祝賀式 

 7.   郡連合陸上競技大会優勝 

昭和２７年度 

 7.    郡連合陸上競技大会優勝 

   郡球技大会男子バレーボール優勝 

昭和２８年度 

 7.   郡球技大会男子バレーボール優勝 

昭和２９年度 

 4. 1 二代校長・滝沢良憲氏着任 

 6.   郡球技大会男子バレーボール優勝（三連覇） 

 10. 1 市村合併により米沢市立広井郷中学校と校名 

   改称 

昭和３０年度 

 8．  市中学校相撲大会 優勝 

   県農協主催書道展 第 1位 清井たつよ 

昭和３１年度 

 7. 1 プール完成 

昭和３２年度 

 6.13 学校林の造林植樹（第 1回） 

 7. 7 市中学校陸上競技大会二部総合優勝 

昭和３３年度 

 6.22  オバニオニノヤガラ（植物）発見 

   青木正利・五十嵐政一(市博物館清水大典氏 

   国立科学博物館大井博士鑑定） 

 8.24 県陸上競技大会  高橋隆 400M優勝 56秒 2 

   （東北第１位 全国第８位） 

昭和３８年度 

 4. 1  三代校長・早川正氏着任 

 2.26 新体育館落成 

昭和４０年度 

 4. 1 米沢市立第六中学校と校名改称 

 8.24          （窪田地区分割統合） 

昭和４１年度 

 10.27 市委嘱学習指導研究会 （意欲的に学習に 

   取り組む生徒を育てる指導） 

昭和４２年度 

 6.   市中学校総合体育大会 

   バスケットボール女子優勝 

昭和４３年度 

   山形県書道連盟展覧会学校賞   第 1位 

昭和４４年度 

 4. 1 四代校長・藤谷孝太郎氏着任 

   市少年弁論大会第１位 高橋信子 

昭和４５年度 

 11．1 創立 20周年記念式 

 10.28 市教委委嘱学習指導研究会 

 2.21 毎日新聞社視聴覚教育振興賞 

昭和４７年度 

 4. 1 五代校長・布施忠太氏着任 

   山形県書道連盟主催県下小中高書道展覧会 

   学校賞 

昭和４８年度 

 山形県書道連盟主催県下小中高書道展覧会 学校賞 

昭和５０年度 

 4．  県委嘱「生活化をめざす体力づくり」研究校

と 

   なる（2年間） 

昭和５１年度 

 4. 1 六代校長・島津一雄氏着任 

昭和５３年度 

 4. 1 七代校長・小口亘氏着任 

 7.30 県中学校陸上競技大会 

   東端康和 走高跳第 1位１ｍ76 

   東端康和 三種競技第 2位 （2，566点） 

   森谷源寿 人命救助で善行表彰 

昭和５４年度 

 9.12 校名表示塔完成 

 10.23 生徒会廃品回収 

   （￥23，650校名表示塔建立費へ） 

昭和５５年度 

 4. 1 八代校長・佐藤直次郎氏着任 

 7.29 県中学校陸上競技大会 

   小坂修一 100ｍ 第 2位 11秒４ 

 11. 1  創立三十周年記念式（鬼面太鼓初公演） 

        六中鬼面太鼓隊教育研究集会で披露（上山南

小にて）その後広幡小．広井郷幼稚園、市体

育館での農業祭りなどでも披露する． 

 10.22  健康優良校 中学の部 優良賞 

 2. 8 「六中鬼面太鼓誕生記」 完成 

昭和５６年度 

 11.17 市教育委員会委嘱公開研究発表会 

昭和５７年度 

 7. 9 全日中通信陸上県大会 

   古内春樹  棒高跳 第 1位 

昭和５８年度 

 4. 1 九代校長・皆川藤馬氏着任 

 11. 4 中庭バスケットボード取りつけ 

昭和５９年度 

 8.21 新校旗．校旗箱．冠頭．校旗ベルト寄付 

   （同窓会より） 

昭和６０年度 

 5.22 パーソナルコンピューター導入 

 6.25 応援用洋太鼓 同窓会より寄贈 

昭和６１年度 

 10.17 県新聞教育研究会（授業公開） 

昭和６２年度 

 4. 1  十代校長・鈴木允氏着任 

 10   体育館屋根葺きかえ工事 

昭和６３年度 

 9. 3 校長室椅子 10脚  同窓会寄贈 

 10. 2 市教委委嘱公開研究発表会 

平成元年度 

 4. 1 十一代校長・我妻秀二氏着任 

 8.22 自転車小屋工事完了  横山興業寄贈 

 生徒会専門部として太鼓委員会新聞委員会発足 

平成２年度 

 11. 1 創立 40周年記念式典 

平成３年度 

 4. 1 十二代校長 亀岡博氏着任 

 10. 5 置賜地区中学校新人大会 



   サッカー（南ブロック）優勝 

 11. 5 中庭に３年生けやきを記念植樹 

 生徒会新聞「おもの」県新聞コンクール入選 

平成４年度 

 9. 8 べにばな国体夏季大会開閉会式 

   2年女子  集団演技参加 

 9.15 県中学校駅伝大会 

   舩山晃一   第１区  第 1位 

   鈴木秀嗣   第 3区  第 2位 

   高橋友美   第 2区  第 4位 

 9.29 べにばな国体炬火リレー参加 

 10. 4 べにばな国体 

   フェンシング競技開始式吹奏楽部参加 

 県小中高児童生徒作曲コンクール 

   情野大基 中学の部 作詞賞 

   （平成５年度作曲コンクール課題詞） 

 県中学校読書感想文コンクール 

   猪口寛美 入選（3年連続） 

平成５年度 

 9. 2 職員玄関前あか木移植 

平成６年度 

 8. 1 東北中学校水泳大会 

   中川里志 100M平泳ぎ  第 7位 

 県小中高児童作曲コンクール 

   情野大基  中学の部  佳作 

 県学校新聞コンクール「おもの」 

   米沢市教育委員会賞 

 県読書感想文コンクール  

   落合 慶 最優秀賞 

 2. 8 東北中学校スキー競技大会 

   尾形 衛 スペシャルジャンプ第 3位 

平成７年度 

 9.15 県中学校駅伝競走大会 

   男子チーム  第 5位 

   島貫  亘 2区 第 1位 

 11. 1 創立 45周年記念式 

 県学校新聞コンクール「おもの」県入選 

 1.  県中学校スキー競技大会 

   設楽修平  回転 第 7位 

   （東北全国大会出場） 

平成８年度 

 4. 1 十三代校長  平吹信彦氏 着任 

 10.18 文部省指定・市委嘱研究公開研究発表会 

   「心身障害児（者）理解推進」 

 山形県読書感想文コンクール 

   坂野茂和      優秀 

 かんぽ作文コンクール 

   万代利奈子   郵政大臣賞 

 心の輪を広げる作文コンクール 

   内藤 梢    県最優秀賞 

 2. 5 全国中学校スキー大会 

   設楽修平 大回転 第 12位 

 我妻 栄賞   万代利奈子 

平成９年度 

 1.21 山形県中学校スキー大会 

   設楽修平 大回転  第 1位        

 2. 2 全国中学校スキー大会 

   設楽修平 大回転  第 9位 

平成１０年度 

 4. 1 十四代校長  色摩安紘氏 着任 

 11. 3 県中学校新人大会 

   鈴木靖典  体操個人総合優勝 

平成１１年度 

 4. 1 十五代校長  相田 修氏 着任 

 7.23 県中学校総合体育大会 

   鈴木靖典   体操個人総合 3位 

 10.24 県中学校新人大会 

   鈴木靖典 体操個人総合優勝 

 県学校新聞コンクールおもの 

   米沢教育委員会賞 

 1.  市・県中学校スキー大会男子総合優勝 

   男女総合 3位 

   佐貫哲朗  Ｓジャンプ優勝 

   遠藤晃太 コンパインド優勝 

 1.   東北中学校スキー大会 

   遠藤晃太  Ｓジャンプ 4位 

平成１２年度 

 8．  東北中学校総合体育大会 

   鈴木靖典 体操．床 第 6位 

 子ども県展 

   遠藤あずさ．櫻井 澄恵 入選 

 山形県新聞コンクール 

   中学校新聞・校内印刷の部 

   「おもの」  優秀（毎日賞） 

 全国文字絵展 

   朝岡のぞみ  入選 

 11. 1 創立５０周年記念式典 

平成１３年度 

 8.16 モーゼスレイク親善訪問   石原 史織 

平成１４年度 

 4. 1 十六代校長 金子 周治氏 着任 

 11.22 ＰＴＡ活動全国表彰 

 全国書画展覧会  後藤あゆ美・井上千保  特選 

平成１５年度 

 10.10 新校舎建設安全祈顧祭 

 10.18 県中学校新人南ブロック大会 

   佐藤健太郎   柔道優勝 

 11. 8 県中学校新人南北ブロック決勝大会 

   佐藤健太郎   柔道優勝 

 2. 4 全国中学校スキー大会 

   佐貫真悟  Ｓジャンプ 9位 

   伊藤さやか 女子 SL20位 

平成１６年度 

 7.24 県中学校総合体育大会 

   佐藤健太郎  柔道優勝 

   相撲（団体）   優勝 

 8. 5 東北中学校総合体育大会 

   佐藤健太郎 柔道第 3位 

 8.22 全国中学校総合体育大会相撲出場 

 8.24 全国中学校総合体育大会 

   佐藤健太郎  柔道ベスト 16 

 10. 2 全国花いっぱい連盟表彰 

 10.22  市教育委員会委嘱公開研究発表会 

 11.18 みんなの県土サポーター賞 

 1.27 東北中学校スキー大会 

   清野  翼  Ｓジャンプ 第 13位 

               コンバインド 第 12位 

   伊藤さやか 回転 第 13位 



               大回転 第 15位 

 2. 5 全国中学校スキー大会 

   清野  翼  Ｓジャンプ 第 50位 

               コンバインド 第 41位 

   伊藤さやか 大回転 第 7位 

 3.19 さよなら旧校舎お別れ会 

 3.28 新校舎引渡し式 

平成１７年度 

 4.23 地区民新校舎見学会 

 6. 4 体育館落成記念バレーボール教室 

   パイオニアレッドウィングス 

 9. 2 グランド安全祈願祭 

 10.15  県新人大会南ブロックサッカー優勝 

 10.31  植樹式 

 11. 1 竣工式 竣工を祝う会 祝賀会 

   記念講演 古賀稔彦氏 

 全国教育美術展    柴田理沙  特選 

 こども県美展      新藤誉昌  奨励賞 

 全国教育美術展   長谷部岬   特選 

 1. 9 県中学校スキー大会 

   清野 翼 コンバインﾄﾞ 優勝 

             Ｓジャンプ  優勝 

 2. 7 全国中学校スキー大会 

   清野 翼 Ｓジャンプ   ２５位 

             コンバインド ３５位 

平成１８年度 

 4. 1 十七代校長  佐藤 政彦氏 着任 

 7. 2 県通信陸上競技大会 

   遠藤優希 １年男子１００ｍ  優勝 

   佐藤 愛  １年女子１００ｍ 第３位 

 7.22  県中学校陸上競技大会 

   遠藤優希 １年男子１００ｍ 優勝 

   佐藤 愛  １年女子１００ｍ 第２位 

   佐藤浩華    女子８００ｍ 第４位 

    （東北大会出場） 

  9. 3  県中学校陸上競技選手権 

   遠藤優希 男子Ｃ １００ｍ 優勝 

   佐藤 愛  女子Ｃ １００ｍ 優勝 

   （ジュニアオリンピック出場） 

 10. 2  全日本ユースフットサル大会 

   県大会２位 （東北大会出場） 

 子ども県美展  嵐田悠哉  奨励賞 

 障がい者理解のためのポスターコンクール 

   佐藤若菜  県優秀賞 

 「ごはん・お米とわたし」図画コンクール 

   学校奨励賞（県で最優秀） 

   玉虫正和  県農協中央会会長賞 

   大木拓也  石川紗己子  優秀賞 

 全国教育美術展 

   我妻佳奈   佐藤春奈   緒勝祐太郎 特選 

   渡邊絵美  横山政弘  入選 

 2. 7 全国中学校スキー競技大会 

   清野 翼 Ｓジャンプ ２０位 

平成１９年度 

 6.30 県通信陸上競技大会 

   佐藤 愛 ２年女子１００ｍ 優勝 

 7.21 県中学校陸上競技大会 

   佐藤 愛  ２年女子１００ｍ 優勝 

   遠藤優希 ２年男子１００ｍ 優勝 

   （以上東北大会出場） 

 8. 8 東北中学校陸上競技大会 

   佐藤 愛  ２年女子１００ｍ 第３位 

   遠藤優希 ２年男子１００ｍ 第５位 

 8.19 全日本ユース（U１５）フットサル大会 

   県大会 第２位（東北大会出場） 

 8.26 県中学校陸上競技選手権 

   遠藤優希 男子 B １００ｍ 優勝 

   佐藤 愛  女子 B １００ｍ 優勝 

   （以上ジュニアオリンピック出場） 

 学校新聞活動推進校表彰  生徒会新聞「おもの」 

 よい歯の学校表彰   県優良賞 

 1.14 県中学校スキー競技大会 

   吉田麻優 Ｓジャンプ 第６位 

   （東北大会出場） 

平成２０年度 

 4.  塩井小と親子給食開始 

 7. 5 県通信陸上競技大会 

   遠藤優希    男子２００ｍ 優勝 

                 男子４００ｍ 優勝 

 7.19 県中学校総合体育大会陸上競技 

   遠藤優希    男子２００ｍ 優勝 

             ３年男子１００ｍ 第２位 

   佐藤浩華   女子８００ｍ 第２位 

   （以上東北・全国大会出場） 

 8. 9 東北中学校陸上競技大会 

   遠藤優希     男子２００ｍ 第４位 

   佐藤浩華     女子８００ｍ 第４位 

 8.24 山形県中学校陸上競技選手権大会 

   遠藤優希 男子Ａ２００ｍ 優勝 

   （ジュニアオリンピック出場）      

 よい歯の学校表彰  市最優秀校 

              県努力賞 

 米沢花いっぱい運動推進協議会 

   花いっぱい花壇コンクール 天地人賞 

 1.12 県中学校スキー大会 

   島貫宏基 Ｓジャンプ  第６位 

             ノルディック複合  第６位 

   （東北大会出場） 

平成２１年度 

 4. 1 十八代校長 近野 洋一 氏 着任        

 7.19 県中学校総合体育大会 

   バドミントン女子シングルス 

   色摩文佳  優勝（東北大会出場） 

 10.18 県中学校新人体育大会 

   バドミントン女子シングルス 

   色摩文佳  優勝 

 少林寺拳法山形県大会 

   坂野祐介 坂野麻莉   最優秀 

 少林寺拳法全国大会 

   坂野祐介 坂野麻莉   優秀賞 

 よい歯の学校表彰  市最優秀校 

              県優良賞 

平成２２年度 

 7.24 県中学校総合体育大会 

   バドミントン競技  女子団体  準優勝 

   （東北大会出場） 

   陸上競技  色摩伸平 男子４００ｍ 第２位 

   （全国・東北大会出場） 



 

 8. 7 東北中学校総合体育大会 

   バドミントン競技 女子団体 ベスト８ 

 8.21 全国中学校総合体育大会 

   陸上競技  色摩伸平 男子４００ｍ出場 

 10.16 県新人体育大会 

   バドミントン女子ダブルス 

   青木 望  髙橋明帆  優勝 

 11. 9 創立 60周年記念式典・記念講演会 

   城戸淳二氏（山形大学教授）記念講演 

   演題：「有機ＥＬで世界を変える」 

 献血運動推進全国大会ポスターコンクール 

   鈴木彩文  県優秀賞 

 1.10 県中学校スキー競技大会 

   島貫寛基 Ｓジャンプ 優勝 

   （全国・東北大会出場） 

 1.21 全国中学スキー競技大会 

   島貫寛基 Ｓジャンプ 第２４位 

 よい歯の学校表彰 

   山形県 努力賞  市 最優秀校 

 3.11  東日本大震災 

平成２３年度 

 4. 1 十九代校長 舩山 章弘 氏 着任 

 7. 2 県通信陸上競技大会 

   女子低学年４×１００MR 優勝 

   色摩咲恵  鈴木美緒  

   色摩由莉加  柏倉未羽 

 7.21  吹奏楽コンクール山形県大会 銀賞 

 7.22 県中学校総合体育大会 

   バドミントン女子ダブルス 

   青木 望・高橋明帆 優勝       

 8. 7 東北中学校体育大会 

   バドミントン女子ダブルス ベスト８ 

 9. 4  県中陸上選手権大会 

   山口日向  男子 B走幅跳 第３位 

   色摩咲恵  女子 C走幅跳 第３位 

 11.25  大山桜 8本植樹 

 高齢者福祉・介護に関するポスターコンクール 

   伊藤愛来  県優秀賞 

 1. 9 県中学校総合体育大会スキー 

  男子大回転 山口 晃 第６位           

1.23  東北中学校体育大会スキー 

  男子大回転 山口 晃 第５位 

 よい歯の学校表彰 

   山形県 優良校  市 最優秀校 

平成２４年度 

 7.29 吹奏楽コンクール山形県大会 金賞 

 8．9 東北中学校総合体育大会陸上競技 

   鈴木美緒  女子２００ｍ 第８位 

 8.26 山形県中学校陸上競技選手権大会 

   色摩咲恵 女子Ｂ走幅跳   優勝 

   （ジュニアオリンピック出場） 

             女子Ｂ１００ｍ 第２位 

 よい歯の学校表彰 

   山形県 優良校  市 最優秀校 

平成２５年度 

 7.21 県中学校総合体育大会 

   色摩咲恵  女子走幅跳 第１位 

   （東北・全国大会出場） 

   前山すみれ 女子２年１００ｍ 第２位 

   柏倉未羽 女子３年１００ｍ 第７位 

   （東北大会出場） 

 7.28 吹奏楽コンクール山形県大会 銀賞 

 8．9 東北中学校総合体育大会陸上競技 

   色摩咲恵  女子走幅跳 第２位 

 1.13 県中学校スキー競技大会 

   尾形聖尚 Ｓジャンプ 第３位 

             ノルディック複合  第４位 

   清水剣太 Ｓジャンプ 第４位 

             ノルディック複合  第５位 

   （全国・東北大会出場） 

 高齢者福祉・介護に関する作文 

   村山 翔 県優秀 

 いじめ・非行防止・やまがた県民運動標語 

   布施 遥 優秀 

 県省エネ節電ポスターコンテスト 

   齋藤詩桜莉 グランプリ 

 よい歯の学校表彰 米沢市 優秀校 

平成２６年度 

 4. 1 二十代校長 山口 周治 氏 着任 

7.19 県中学校総合体育大会 

陸上競技 

    伊藤  輝 男子２００ｍ 第３位 

          （東北大会出場） 

          男子３年１００ｍ 第５位 

    前山すみれ 女子２００ｍ 第２位 

          （東北・全国大会出場） 

          女子３年１００ｍ 第３位 

          （東北大会出場）  

    髙橋愛理沙 女子１００ｍH 第５位 

          （東北大会出場） 

   水泳競技 

    石川 優花 ８００ｍ自由形 第４位 

（東北大会出場） 

          ４００ｍ自由形 第６位 

（東北大会出場）  

  8. 8 東北中学校総合体育大会陸上競技 

      前山すみれ 女子２００ｍ 第７位 

  8.11 東北中学校総合体育大会水泳  

石川優花 女子８００ｍ自 第８位 

 10.18 県中学校新人陸上競技大会 

     佐藤 一成 男子１００ｍ 第７位 

           男子２００ｍ 第５位 

  1.12 県中学校スキー大会  

スペシャルジャンプ 

      尾形 聖尚 第１位（東北・全国大会出場） 

      清水 剣太 第２位（東北・全国大会出場） 

     コンバインド 

      清水 剣太 第３位（東北・全国大会出場） 

尾形 聖尚 第４位（東北・全国大会出場） 

 

高齢者福祉・介護に関する作品 

    佐藤 実穂 県佳作 

 県省エネ節電ポスターコンテスト 

    横川由璃花 準グランプリ・米沢児童文化奨励

賞 

 

 



 

 

平成２７年度 

7.23 県中学校総合体育大会 

陸上競技 

須賀 龍稀 男子１年１００Ｍ 第４位 

    （東北大会出場） 

佐藤 一成 男子２００Ｍ   第４位       

        （東北大会出場） 

水泳競技 

      石川 優花 ８００ｍ自由形 第２位 

    （東北大会出場） 

            ４００ｍ自由形 第４位 

    （東北大会出場） 

8.10 東北中学校総合体育大会水泳競技 

      石川 優花 ８００Ｍ自由形 第８位   

1.12 県中学校スキー大会(全国-東北選考会) 

     スラローム 大関 愛美 第６位    

         (東北・全国大会出場) 

           須賀 龍稀 第９位    

      (東北大会出場) 

1.18 東北中学校総合体育大会スキー競技 

スペシャルジャンプ 尾形 聖尚 第７位 

              清水 剣太 第 10位 

ノルディックコンバインド 清水 剣太 第 10位  

 

歯・口の健康に関するポスターコンクール 

     菊地 杏梨 県佳作           

平成２８年度 

4. 1 二十一代校長 金沢  真 氏 着任 

5.10 米沢市駅伝競走大会 

   男子 ２位（県大会出場） 女子 ３位 

7.22 県中学校総合体育大会 

水泳競技 

      戸田萌々香 高飛び込み（Ｂ）  第１位 

    戸田萌々香 ３Ｍ飛び板飛び込み 第２位          

10.15 県中学校新人体育大会 

    陸上競技 

     羽鳥 紘文 ３０００Ｍ 第２位 

  1.25 東北中学校総合体育大会スキー競技 

クロスカントリー 

（フリー） 

      羽鳥 紘文 第３位 

      アルペン 

(ジャイアントスラローム) 

須賀 龍稀 第１０位 

 

ごはん・お米とわたし作文コンクール 

     鈴木 里桜  県優秀           

  土砂災害防止に関する絵画展 

     相田雄一郎・齋藤帆野花  県優秀 

 

平成２９年度 

4. 1 二十二代校長 長谷部 悟 氏 着任 

5. 9 米沢市中学校駅伝競走大会 

男子 優勝（県大会出場） 女子 ５位 

7.15  山形県中学校総合体育大会 水泳競技 

女子 高飛込   優勝  戸田萌々香 

（全国大会出

場） 

女子 飛板飛込  第２位 戸田萌々香 

女子 ２００Ｍ個人Ｍ 第８位 石山結衣 

7.22  山形県中学校総合体育大会 陸上競技 

男子 １５００Ｍ 第６位 羽鳥紘文 

（東北大会出

場） 

四種競技  第６位 遠藤漱也 

３０００Ｍ 第７位 羽鳥紘文 

8. 9  東北中学校総合体育大会 陸上競技 

男子 １５００Ｍ 第１１位 羽鳥紘文 

8.17  全国中学校総合体育大会 水泳競技 

女子 高飛込   第１３位 戸田萌々香 

1. 7  山形県中学校総合体育大会 スキー競技 

男子 クロスカントリー（フリー） 

優勝    羽鳥紘文 

（東北・全国大会出

場） 

第１０位  大久保利音 

（東北・全国大会出

場） 

男子 アルペン（ＧＳ） 

第３位  須賀龍稀 

（東北・全国大会出

場） 

1.27  東北中学校総合体育大会 スキー競技 

男子 アルペン（ＧＳ）第２位 須賀龍

稀 

男子 クロカン（フリー）第６位 羽鳥紘

文 

2. 8  全国中学校総合体育大会 スキー競技 

男子 クロカン（フリー）第９位 羽鳥紘

文 

東北電力中学生作文コンクール 

佳作   二年  髙橋花菜 

中学生の税についての作文コンクール 

東北地区納税貯蓄組合連合会会長賞 

三年 相田雄一郎 

山形県年金ポスターコンクール 

          入選   三年  齋藤帆野花 

よい歯の学校表彰  米沢市 最優秀校 


