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役場の花壇に花植え！

５月１７日（金）の午後に、丸森町役場
前の花壇に農学系列２年次５名の生徒が草
花の植栽を行いました。役場総務課の依頼
を受けて取り組むことができました。本校
の「特色ある学校づくり」
・
「魅力ある県立
学校づくり」の地域貢献活動を推進するた
めに、日頃の学習成果を地域の花壇を提供
していただき、発表に取り組むことができ
ました。より広く町民の皆様に本校の農学
系列の学習と生徒の学習活動について理解して頂ければ幸いです。植えた花はマリーゴールド、日々草です。さらに、６月３
日（月）の放課後、参加生徒は１５名でボランティア活動として、役場の花壇に花を植えさせていただきました。役場の方々
からは「ボランティア精神に富む生徒が多いのですね。
」という有り難い言葉も頂戴しました。

農学系列

角田支援学校との交流会～花壇制作～

５月２４日（金）の午前中に角田支援学校
にて本校農学系列３年次生が角田支援校高等
部の生徒の皆さんと一緒に花壇を作りました。
本校農学系列で育てた花の苗を用いて、配置
や彩りを工夫しながらオリジナルの花壇を作
りました。生徒たちがみんな一緒にどこにど
の花の苗を植えようかと話し合っている様子
がありました。次回は伊具高校で交流会を持
ちます。

令和元年度 仙南総体・県総体 結果報告
【仙南総体】仙南地区総体・県総体の結果は次のとおりです。保護者の皆様、御声援ありがとうございました。
○陸上競技部（５月４・５日 仙台市陸上競技場）
県大会出場 ＊数多くの祝自己ベストを更新しました。数が多いので県大会出場のみお知らせします
・男子４×１００ｍリレー 加藤駿希（３年）
・黒田楽人（３年）
・塩沼玖哉（３年）
・梅津優人（３年）51 秒 66
・男子４×４００ｍリレー 梅津優人（３年）
・加藤駿希（３年）
・塩沼玖哉（３年）
・髙橋輝成（３年）3 分 49 秒 38
・女子ハンマー投 南條有香（３年）記録 21m53
○卓球（５月１０・１１日 角田市総合体育館）
・男子ダブルス 作間・八巻組・・・祝第３位 佐藤・渡邉勝組・・２回戦敗退
・男子シングルス 作間奏斗 第１４位・・県大会出場 佐藤、渡邉勝・・１回戦敗退、渡辺楓・・２回戦敗退
・女子シングルス 和田妙・・２回戦敗退
・学校対抗戦
１回戦 伊具０－３白石 代表決定戦 １回戦 伊具３－０村田 ２回戦 伊具１－３蔵王
○ソフトテニス（５月１０～１２日 角田中央公園テニスコート）
・個人戦 大橋・横山新ペア・・準々決勝敗退（祝ベスト８）横山遥・佐藤清、星・阿部ペア・・２回戦敗退
鈴木健・泉ペア、吉田・佐藤魁ペア、鈴木遥・渡邊ペア、加藤・齋藤ペア、八巻・菊地ペア、石井・大宮ペア・・１回戦敗退

・団体戦 予選リーグ ２対１名取高校 勝利 １対２角田高校 敗退

○バレーボール（５月１１～１３日 岩沼市総合体育館）
・男子 伊具０－２白石 伊具０－２宮城農業
伊具１－２名取北 伊具０－２亘理
・女子 伊具０－２大河原商 敗退
伊具０－２宮城農業 敗退
伊具１－２名取北 敗退
順位決定戦 伊具２－１名取北 伊具０－２柴田
第８位

○バスケットボール（５月１１・１２日 白石高校）
・女子予選リーグ 対白石高校 敗退
対宮城農業高 敗退 （本校３年生４名と川崎校の３名による合同チームで参加）
・男子予選リーグ 対村田高
敗退
対名取北高 敗退
○バドミントン（５月１１・１２日 大河原総合体育館）
・男子 ・学校対抗戦 １回戦 伊具０－３名取高 １回戦 敗退
・ダブルス 田村・鴨原ペア・・１回戦敗退
・シングルス 稲垣・・１回戦敗退、鴫原、田村・・２回戦敗退
・女子 ・学校対抗戦 １回戦 伊具２－３大河原商高
・ダブルス 小野・柄目ペア、菅野・加藤ペア・・２回戦敗退、佐藤百・佐藤鈴ペア・・３回戦敗退、
佐久間・佐藤絢・・１回戦敗退
・シングルス 佐藤鈴・・３回戦敗退、加藤綾・小野・菅野・佐藤百・・２回戦敗退、柄目・佐藤絢・・１回戦敗退
○剣道（５月１１日 柴田高校）
・団体予選リーグ（宮城農、柴田 B、伊具） 予選リーグ２位通過
・決勝トーナメント １回戦敗退
・個人戦 高橋 楓、中島貴明・・４回戦敗退 髙橋司・・１回戦敗退
○弓道（５月１１・１２日 竹駒神社弓道場）
・男子団体 予選敗退 ・女子団体 予選第３位 決勝リーグ第４位
・祝女子個人優勝

預幡彩音

男子 鈴木恭祐、女子 伊藤真奈、３名県大会出場

○柔道（５月１０・１１日 岩沼市民センター）
・団体 伊具・亘理合同チーム 対 名取高校 敗退 ・個人 佐伯優弥 １回戦 柴田高 不戦勝 ２回戦 仙台高専 敗退

【県総体結果】＊皆さんが伊具高校を代表して、試合に臨み頑張ったことを嬉しく思います。お疲れ様でした。
○陸上競技部（５月２４・２５日 県総合運動公園競技場）
・男子４×１００ｍリレー 加藤駿希（３年）
・黒田楽人（３年）
・塩沼玖哉（３年）
・梅津優人（３年）46 秒 68
・男子４×４００ｍリレー 梅津優人（３年）
・加藤駿希（３年）
・塩沼玖哉（３年）
・髙橋輝成（３年）3 分 45 秒 97
・女子ハンマー投 南條有香（３年）記録 22m70
○卓球（６月１～３日 仙台市泉総合運動場泉体育館）
・男子ダブルス 作間・八巻組・・１回戦（宮城県工）敗退 ・男子シングルス 作間奏斗 ・・２回戦（仙台二）敗退
○ソフトテニス（６月１～３日 仙台市青葉山公園庭球場）
・団体戦 伊具１－２岩ヶ崎
・個人戦 大橋・横山新ペア・・３回戦 １－４ 東北 敗退 （健闘！優勝候補の相手に１ゲームを取る健闘ぶり）
○バレーボール（６月１日 小牛田農林高（男）
、古川総合体育館（女）
）
・男子 伊具０－２石巻西
・女子 伊具０－２登米
○バドミントン（個人戦５月２４・２５日 宮城野体育館（男）仙台市体育館（女）
、学校対抗戦６月１日 仙台市体育館）
・男子 ・学校対抗戦 １回戦 伊具１－３名取北高 １回戦 敗退
・ダブルス 田村・鴨原ペア・・１回戦敗退
・シングルス 鴫原・・１回戦敗退、田村・・２回戦敗退
・女子 ・学校対抗戦 １回戦 伊具０－３迫桜高
・ダブルス 佐藤・佐久間ペア、柄目・小野ペア、佐藤・佐藤ペア・・１回戦敗退、菅野・加藤ペア・・２回戦敗退
・シングルス 菅野・加藤綾・佐藤鈴・佐藤百・・１回戦敗退
○剣道（６月１・２日 仙台市青葉体育館）
・男子団体戦 予選リーグ 仙台一・宮城広瀬 敗退
・個人戦 高橋 楓、１回戦（仙台向山）敗退、中島貴明 ２回戦（明成）敗退
○弓道（６月１～３日 宮城県弓道場）
・男子団体 １次予選敗退 ・女子団体 １次予選敗退
・男子個人 鈴木恭祐・・１次予選敗退 女子個人 預幡彩音、伊藤真奈・・１次予選敗退
○柔道（６月１～３日 石巻市総合体育館）
・個人 佐伯 優弥 ２回戦敗退（シード）
＊＊＊＊＊＊＊＊ 令和元年度 一日体験入学について（御案内）＊＊＊＊＊＊＊＊
日時：令和元年７月２９日（月） ８時４５分から受付
場所：本校第２体育館及び各系列の学習室
内容：４系列【農学（農業）
・機械（工業）
・情報（商業）
・福祉（家庭）
】の説明、見学及び体験学習、部活動見学（希望者）

