
 ６月１５日（土）と１６日（日）の２日間にわたって行われた米沢市中学校総合体育大会の結果

を報告いたします。 

[野球部] 

一回戦   対四中 0－３ 負け   一回戦敗退 

[サッカー部] 

予選リーグ 対一中 １５－０ 勝ち  対五中  ３－１ 勝ち  予選２位通過 

準決勝   対四中  ２－５ 負け  ３位 

[男子バスケットボール部] 

 予選リーグ 対七中 ２０－６２ 負け 対五中 ４９－１７ 勝ち 予選２位通過 

 準決勝   対四中 ３３－５８ 負け ３位 

[女子バスケットボール部] 

 予選リーグ 対二中 ４６－４４ 勝ち 対五中 ２２－２３ 負け 予選リーグ敗退 

[女子バレーボール部] 

 予選リーグ 対五中 ０－２ 負け   対一中 ２－１ 勝ち   予選リーグ敗退 

[男子卓球部] 

 団体予選リーグ 対三中 １－３ 負け 対二中 ０－３ 負け   予選リーグ敗退 

男子シングル 

 尾形 優斗 一回戦 対二中 ２－３ 負け  佐藤 翔太 一回戦 対五中 ２－３ 負け 

 横山光太郎 一回戦 対三中 ０－３ 負け  安部賢太郎 一回戦 対一中 ２－３ 負け 

 安部  塁 一回戦 対四中 ０－３ 負け  戸内優太朗 一回戦 対四中 ３－０ 勝ち 

       二回戦 対七中 １－３ 負け  梅津  友 一回戦 けがにより棄権 

 遠藤 末陵 一回戦 対三中 ３－１ 勝ち  二回戦 対四中 ３－０ 勝ち 

       三回戦 対七中 ０－３ 負け 

 遠藤 優心 一回戦 対四中 ０－３ 負け  鈴木 颯太 一回戦 対一中 ０－３ 負け 

[女子卓球部] 

 団体予選リーグ 対七中 ２－３ 負け  対四中 ３－１ 勝ち 

         対五中 ０－３ 負け              予選リーグ敗退 

 女子シングル 

 金  炫京 一回戦 対五中 ３－２ 勝ち  二回戦 対四中 ０－３ 負け 

 江口 朋花 一回戦 対五中 ３－１ 勝ち  二回戦 対三中 ０－３ 負け 

 鈴木 美海 一回戦 対一中 ０－３ 負け  石田  碧 一回戦 対四中 ０－３ 負け 

 河合 美祐 一回戦 対五中 ３－０ 勝ち  二回戦 対三中 ０－３ 負け 

 小方 緋雛 一回戦 対七中 ３－２ 勝ち  二回戦 対一中 ２－３ 負け 
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 森谷 紅音 二回戦 対三中 ３－１ 勝ち  三回戦 対五中 ３－０ 勝ち 

       四回戦 対七中 ０－３ 負け ベスト１６ 

 佐藤  桃 一回戦 対二中 ３－２ 勝ち  二回戦 対三中 ０－３ 負け 

 大木 菜生 一回戦 対二中 ２－３ 負け  横川 真奈 二回戦 対一中 ０－３ 負け 

相田 美羽 二回戦 対五中 ３－２ 勝ち  三回戦 対二中 ３－１ 勝ち 

四回戦 対三中 ０－３ 負け ベスト１６ 

 佐藤 真子 一回戦 対二中 ３－０ 勝ち  二回戦 対五中 ３－０ 勝ち 

三回戦 対二中 ０－３ 負け 

 大久保さき 一回戦 対五中 １－３ 負け  宍戸 香美 一回戦 対五中 ０－３ 負け 

髙橋  凜 一回戦 対二中 ３－０ 勝ち  二回戦 対三中 ０－３ 負け 

 小川 まゆ 一回戦 対七中 ０－３ 負け  小浦 美波 一回戦 対五中 ２－３ 負け 

[陸上部] 

２．３年女子１５００Ｍ 加藤  結 １位 5.05.41 県大会出場 

             舩山 明莉 ２位 5.14.17 県大会出場 

 ２．３年男子１５００Ｍ 伊藤 健悟 ３位 4.36.79 県大会出場 

 １年男子１００Ｍ    髙橋  響 １位  12.46 県大会出場 

             加藤 碧人 ２位  13.02 県大会出場 

             嶋田  昊 ３位  13.41 

 １年女子１００Ｍ    横山 結衣 ２位  14.87 県大会出場 

 １年男子１５００Ｍ   齋藤 瑠都 １位 5.16.96 県大会出場 

 男子８００Ｍ      齋藤 瑠都 １位 2.29.09 県大会出場 

 女子８００Ｍ      加藤  結 １位 2.21.79 県大会出場 

             舩山 明莉 ２位 2.30.80 県大会出場 

 男子四種競技      嶋田  昊 ２位      県大会出場 

 男子２００Ｍ      髙橋  響 予選落ち  加藤 碧人 予選落ち 

[柔道部] 

 横山 竜悟  負け   ２位 

 横山  輝       １位 県大会出場 

[バドミントン部] 

 鈴木 海七 一回戦 対七中 ２－０ 勝ち  二回戦 対二中 ０－２ 負け 二回戦敗退 

 本間 優華 二回戦 対二中 １－２ 負け  二回戦敗退 

 清野 千里 二回戦 対七中 ２－０ 勝ち  三回戦 対二中 ２－０ 勝ち 

       準決勝 対二中 ２－０ 勝ち 決勝 対二中 ０－２ 負け ２位県大会出場 

[水泳部] 

 ５０Ｍ自由形 吉見 怜佳 置賜３位 米沢２位 33.14 県大会出場 

 ５０Ｍ自由形 伊藤 将璃 置賜１１位 米沢５位 43.51 

 ２００Ｍ個人メドレー 吉見 怜佳 米沢２位 3.05.01 県大会出場 

 １００Ｍ自由形 伊藤 将璃 米沢５位 1.44.13 

すべての競技において、六中選手団は精いっぱいの試合ぶりを見せてくれました。保護者の皆さ

まと地域の皆さまのご声援に感謝申し上げます。ありがとうございました。 



６月１日（土）の朝７時から親子花いっぱい運動が行われました。育成研修委員会の佐

藤恵子委員長様はじめ役員の皆さまの準備のおかげで、順調に花植え作業が終了しました。 

 鬼面川橋の南側の花壇に色とりどりのベゴニアとマリーゴールドが植えられて、道路沿

いが明るくなりました。未来の六中生にも参加していただきました。ご協力ありがとうご

ざいました。 

 


