
平成２９年度 世羅町立世羅中学校

　大　　会　　名 　月　日 　種　目 　会　場 成　　　　績

5月27日 陸上競技 びんご運動公園
松浦羽菜　共通女子1500m ３位 （5'07"63）
加藤秀明　共通男子800m   ３位 （2'12"94）

5月27日 バレー女子 向島中 １回戦　対吉名　０－２（ 20－25，9－25 ）

5月27日 軟式野球 白竜湖
１回戦　シード
2回戦　世羅５－０御調

5月27日 サッカー びんご運動公園 １回戦　世羅３－１宮浦・三原第五

5月27日 ソフトテニス やまみ三原運動公園
団体
１回戦　世羅0－2美木

5月27日 卓球男女 三原リージョン

団体男子
１回戦　世羅２－３因島南
個人戦男子
１回戦敗退　徳永
２回戦敗退　藤谷，吉儀，有田，久谷，生田
３回戦敗退　愛須

5月27日 バスケット（男子） びんご運動公園 １回戦　対三原第三　４１－５１
5月27日 バスケット（女子） びんご運動公園 １回戦　対美木　３１－３２
5月28日 軟式野球 しまなみ球場 準決勝　世羅０－８久保（６回コールド）
5月28日 サッカー びんご運動公園 準々決勝　世羅０－４如水館

5月28日 ソフトテニス 因島運動公園テニスコート

個人戦
１回戦敗退　石ヶ坪・田添
　　　　　　　　眞野・金谷
　　　　　　　　嶽・新田

5月28日 卓球男女 三原リージョン
個人戦男子
４回戦敗退　淀川
代表決定戦敗退　淀川

県中学校選手権大会世羅郡予選会 6月10日 陸上競技 三次運動公園

＜県大会出場決定者＞
隠地康成　１年男子100m (14'43)
藤井倖多　２年男子100m (14'56)
岡田　涼　共通男子800m (2'17"61)
岡田　涼　３年男子1500m (4'40"89)
松尾拓哉　共通男子3000m (10'08"42)
福波琢磨　共通男子走幅跳 (4m42)
槇本　翔　共通男子走幅跳 (4m50)
油谷夏海　１年女子800m (2'47"59)
松尾莉沙　１年女子800m (2'49"00)
松浦羽菜　共通女子1500m (5'00"87)
合田七彩　共通女子砲丸投 (6m15)
糀谷萌乃　共通女子走幅跳 (4m11)
中串涼葉　共通女子走幅跳 (3m96)

　

県中学校選手権大会
７月１５日
７月１６日

陸上競技 エディオンスタジアム広島

隠地康成　１年男子100m (14'24)
藤井倖多　２年男子100m (14'56)
加藤秀明　共通男子1500m (4'48"43)
岡田　涼　３年男子1500m (4'42"45)
松尾拓哉　共通男子3000m (10'06"58)
福波琢磨　共通男子走幅跳 ()
槇本　翔　共通男子走幅跳 ()
油谷夏海　１年女子800m (2'43"35)
松尾莉沙　１年女子800m (2'46"05)
松浦羽菜　共通女子1500m (5'01"38)
合田七彩　共通女子砲丸投 (6m50)
糀谷萌乃　共通女子走幅跳 (4'08)
中串涼葉　共通女子走幅跳 (3'60)

7月25日 バスケット（女子） 甲山中学校 世羅　７５－２２　甲山
7月25日 ソフトテニス 甲山中学校 眞野・嶽　４－１　愛須・新田

7月25日 卓球男女 世羅中学校

団体戦
世羅　３－０　甲山
個人戦
世羅　淀川３－０　岡田（甲山）

7月25日 サッカー 世羅中学校
世羅　１－１　甲山
ＰＫ（４－３）

7月25日 軟式野球 世羅西中学校 世羅　６－５　世羅西（８回サヨナラ）

7月25日 バレー女子 世羅西中学校

世羅　２－０　甲山
　　　（２５－　７）
　　　（２５－１５）
世羅　２－０　世羅西
　　　（２５－　９）
　　　（２５－１５）

7月29日 陸上競技 びんご運動公園

≪入賞≫
油谷　夏海　　1年1500m　5.36..83
松浦　羽菜　　1500m　　　5.10.66

＜県大会出場決定者＞
加藤　秀明　　3000m　　　10.17.84
福波　琢磨　　走幅跳　　4m41
槇元　翔　　　 走幅跳　　4m49
松浦　羽菜　　1500m　　5.10.66
糀谷　萌乃　　走幅跳　　3m87
山口　乃音　　走幅跳　　3m82
合田　七彩　　砲丸投　　6m42
糀谷　萌乃，山口　乃音，合田　七彩，中串　涼葉，光平　七海，近藤　李　400mR 58.00

7月30日 軟式野球 因島運動公園
１回戦　世羅５－３美木
２回戦　世羅３－６因島南

7月30日 卓球男女 長者原スポーツセンター 1回戦世羅２－３瀬戸田

7月29日 ソフトテニス 因島運動公園テニスコート
1回戦　世羅３－０因北
2回戦　世羅０－３三原第一

7月29日 バレー女子 三原リージョン １回戦　世羅　１－２　大和

7月29日
7月30日
7月31日

サッカー やまみ三原運動公園
準々決勝　世羅２－２向東中（ＰＫ５－３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準
決勝世羅１－５如水館

8月1日 バスケット（女子） びんご運動公園

女子
１回戦　世羅４４－３８本郷
２回戦　世羅３６－６６吉和

8月1日 バスケット（男子） びんご運動公園
男子
１回戦　世羅５３－４７三原第三
２回戦　世羅５１－７４吉和

広島県吹奏楽コンクール 8月12日 吹奏楽 広島文化学園ＨＢＧホール 金賞受賞

9月30日 ソフトテニス みよし運動公園
　団体戦
1回戦敗退（世羅0-3 広南）

10月1日 ソフトテニス
みよし運動公園
テニスコート

個人戦
１回戦敗退　眞野・嶽　 （世羅1-3大成館）
　　　　　　　　愛須・新田（世羅1-3安佐）

9月30日 バスケット（女子） ウッドアリーナ 対広島市立国泰寺(世羅１２－１０１国泰寺）
9月30日 バスケット（男子） ウッドアリーナ 対福山市立城北中学校（世羅４３－７６福山城北）
9月30日 バレー女子 呉市総合体育館 対広島市立可部中学校（第１セット５－２５，第２セット７－２５）１回戦敗退

　

9月30日 卓球男女 福山市体育館
男子団体戦
１回戦敗退（世羅　０－３　古田）

10月1日 卓球男女 福山市体育館
男子個人戦
淀川晃　２回戦敗退（０－３　口田）

サッカー 甲山中学校 世羅　１１－１　甲山
軟式野球 世羅中学校 世羅　５－４　世羅西
バスケット（男子） 世羅中学校 なし
バスケット（女子） 世羅中学校 世羅１２８－１６甲山　優勝

バレー女子 甲山中学校
２位
世羅２－１世羅西(16－25，25－14，26－24)
世羅１－２甲山(22－25，25－14，27－29)

ソフトテニス 甲山中学校
個人戦
優勝　嶽・阿賀組　3-0世羅中　石ヶ坪・藤川組（世羅中）

卓球男女 世羅中学校

団体戦
世羅　３－1　甲山
個人戦決勝
生田（世羅）　０－３　下久保（甲山）

県中学校駅伝競走大会 11月19日 陸上競技 東広島運動公園 男子・女子ともに３６位

谷敷・麓杯争奪ロードレース大会 12月16日 陸上競技 せら夢公園
男子２位・女子４位
個人　３位　加藤秀明
　　　　６位　松木瞳吾

計画に当たって

１　南部地区春季大会は全種目出場する。
２　南部地区夏季大会は郡予選の成績により出場する。
３　郡内大会、強化事業については昨年と同じ。
４　広島県中学校総合体育大会へは、郡・地区の成績により出場する。

松浦　羽菜　　1500m　　　4.52.03
加藤　秀明　　3000m　　　10.09.02
糀谷　萌乃　　走幅跳　　3m98
山口　乃音　　走幅跳　　3m78
合田　七彩　　砲丸投　　6m23
糀谷　萌乃，山口　乃音，合田　七彩，中串　涼葉，光平　七海，近藤　李　400mR 58.85

第６７回南部地区中学校
夏季総合体育大会

第40回南部地区中学校
春季総合体育大会

第６６回広島県総合体育大会

第70回世羅郡中学校総合体育大会

郡新人大会 10月7日

　選手派遣費成績

9月30日
10月1日

陸上競技 びんご運動公園
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