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《平成２８年６月号》
平成２８年６月１０日

いざ 県高校総体へ
～高校総体壮行式～
６月２日（木） 本校体育館にて県高校総体の壮行式が
行われました。壮行式では、県総体に出場する部活動（バ
スケットボール部男女、バドミントン部男女、ソフトテ
ニス部男女、卓球部女子、バレーボール部、ソフトボー
ル部、カヌー部、硬式野球部）の入場後、主将から県総
体への意気込みと決意が述べられました。部活動代表と
して、男子ソフトテニス部・加美山義人主将が選手宣誓
を行いました。大会は６月４日（土）からの日程で、県
内各会場で熱い戦いが行われます。

平成２８年４月、熊本県で発生した地震被害に対して、
「自分たちに何かできることはないか？」と生徒会で話
し合った結果、校内での募金を行い、登米高生の思いを
「義捐金」という形で熊本県に贈ろう！と決まりました。
募金活動は４月末に昇降口前で３日間行われました。
願いを込めた手作り募金箱を作り、活動前日には、生徒
会長・永浦向太君が、全校生徒に向けてのメッセージを
朝の放送で伝えました。

私たち生徒会では、熊本大震災が発生したことを報
道で知り、被災した方々のために何かできることはな
いのかと考えた末、募金活動を行うことを決めました。
被災地では現在も、日常生活がままならず、学校に通
うことすら困難な状況にあります。東日本大震災で支
援をいただいた分、今度は私たちが、微力ながら熊本
復興の一助となれるように頑張りましょう。

旗手を先頭に整列する選手たち

活動の結果、６２,０１８円の篤志が集まりました。６
月初旬、生徒会を代表して生徒会長・永浦向太君（３年）
と副会長・泉龍樹君（２年）が、登米市役所迫庁舎を訪
れ、藤井敏和副市長に義捐金を手渡しました。
藤井副市長からは、登米高校の取組の素晴らしさ、そ
して登米市でも熊本に職員を派遣したこと、まだまだ被
災地の復興は途上であることを伝えられ、この義捐金を
役立ててもらえるよう熊本に届けます、と言われました。

５月１４日（土）
、登米小学校で開催された運動会への協力と
して、本校吹奏楽部
と登米中学校吹奏楽
部が合同で生演奏を
しました。入場曲や
君が代、勝利を称え
る歌、退場曲と、息
の合った演奏を披露
し、運動会を盛り上
げました。
中学・高校合同チームで息の合った演奏を披露

藤井敏和 登米市副市長に募金を渡す生徒会役員

「ＭＡＴＣＨ」発売 20 周年を記念して、全国の高校からボトルデザイ
ンを募集したもの。登米高校で親しまれているマークが、今度は、炭
酸飲料のボトルデザインとなって順次販売されます！
［バスケットボール 男子］ ２回戦

64－88

仙台南

［バスケットボール 女子］ ２回戦

55－74

仙台一

［バドミントン 男子］
ダブルス

シングルス

団体

1 回戦

阿部・及川 ２回戦

西條・横山

大畑・金田 １回戦

増子・浅野 １回戦

阿部 ベスト 32

１回戦

横山 ２回戦

大畑 １回戦

西條 １回戦

［バドミントン 女子］
ダブルス

団体

氏家・海老名 ３回戦

及川・高橋

伊藤・伊藤

及川・千葉 １回戦

１回戦

シングルス 伊藤 ２回戦 氏家 ２回戦
及川夏

［卓球 女子］

ソフトテニス部女子とカヌー部男女は、６月１７日（金）か

３回戦ベスト 16

及川倫

ら開催される東北大会に挑みます。ソフトテニス競技は福島県

２回戦

会津若松市、カヌー競技は二本松市を会場に競技が行われます。
大舞台への出場権を得た自信と登高魂を胸に、さらなる勝利を

１回戦

期待し応援したいと思います。出場選手の抱負を紹介します。

１回戦

学校対抗１回戦

［ソフトテニス男子］ 団体

2－3

泉館山

☆ソフトテニス部代表☆ 小野寺

４回戦敗退（ベスト 16）

個人

［ソフトテニス女子］ 団体

佐々木・加美山ペア

３回戦

「ソフトテニス部の目標はインターハイ、東北大会出場でした。

永浦・千葉ペア

１回戦

そして今回の県総体でインターハイ出場は逃したものの、東北
大会にコマを進めることが出来ました。これまで御指導くださ

３回戦敗退

個人

優菜（３年）

二階堂・佐々木ペア
佐々木・畠山ペア

った監督、先生方。応援してくださった家族やお世話になった

１回戦

５回戦（ベスト 16）

ます。応援よろしくお願いします。」

☆東北大会出場
［バレーボール女子］ １回戦 1－2

方々に感謝し、東北大会では悔い残らないようペアで戦ってき

☆ソフトテニス部代表 畠山

宮城広瀬

佳子（３年）

生文大

「私たちはこれまで団体戦でインターハイ、東北大会出場とい

［カヌー］ Ｋ-1 第１位 橋沼 ☆東北大会出場 ☆インターハイ出場

う目標に向かって頑張ってきました。たくさんの応援、ご支援

［ソフトボール女子］（気仙沼高・登米総産高合同チーム）0―18

WK-1

第１位 加藤

位 山内 第 3 位

第２

佐々木

もあり団体では出場できなかったものの、その悔しさを個人戦
に繋げることが出来ました。東北大会では、他の３年生のメン

第 4 位 酒井

バーやこれまで支えてくださった方々、そして何より自分たち

WK-2

のために３年間の思いのすべてをぶつけていきたいと思います。

第１位 加藤・西崎

第２位 山内・佐々木

第３

応援よろしくお願いします。

《ファイト！登米高！》

位 酒井・細川
WK-4

☆女子総合優勝

☆東北大会出場

第１位 加藤・西

新（３年）

崎・山内・佐々木

「私の目標は東北大会、インターハイで優勝することです。去

☆インターハイ出場

年の東北新人大会で 0.01 秒差で負けてしまい、悔しい思いをし
ました。この最後の東北大会では、昨年のような悔しい思いを

［陸上競技］
男子 100m

野家 準決勝５位

及川 準決勝８位

男子 200m

野家 準決勝５位

男子 400m

男子 400mｈ
男子 1600mR

三浦 準決勝８位 男子 400mR
予選４位

三浦

しないよう頑張ります。インターハイでは登米高初の男子出場
予選敗５位

準決勝第４位

女子三段跳び

沼倉 第９位

男子砲丸投げ 第 18 位

ハンマー投げ

第 10 位

高橋 女子円盤投げ 第 27 位

女子砲丸投げ

第 14 位

金

☆カヌー部代表☆ 橋沼

となります。登米高代表、宮城県代表として誇りを持ち、支え
てくれた両親、指導して下さった顧問の先生方、つらい練習を
共に乗り越えてきた仲間に、優勝という恩返しがしたいです。」

☆カヌー部代表

加藤 美奈（３年）

「東北大会、インターハイの目標は、シングル・ペア・フォア

高橋 女子ハンマー投げ 第 12 位

全種目での優勝です。昨年の東北新人大会やインターハイにお

菅原 女子やり投げ 第 27 位

いて惜しくもライバル校に負けてしまい、悔しい思いをしたの
で、今年は全種目優勝す
べく、厳しい練習をして
きました。日ごろから応
援してくださる顧問の
昨年度、本校商業科３年課題研究で取り

先生方に、結果という形

組くんだ登米高校で親しまれているマー

で恩返ししたいと思い

ク「to me」が、大塚食品のビタミン炭

ます。登高魂を胸に、全

酸飲料「ＭＡＴＣＨ」のボトルデザイン

力で漕ぎ抜きます！」

の１つに選ばれました！

《ガンバレ！登米高！》

この企画は、

