
平成３０年度 世羅町立世羅中学校

　大　　会　　名 　月　日 　種　目 　会　場 成　　　　績

5月26日 軟式野球 因島運動公園
１回戦敗退
世羅２－５美木

5月26日 バレー女子 忠海中学校
ベスト８
世羅２（25-22,26-24）０重井，世羅２（25-  ,25-  ）０因北，世羅０（  -25,  -25）２三原第三

5月26日 陸上競技 びんご運動公園

加藤　秀明　共通男子1500m　３位（4'34"32）
　　　　　  　　共通男子800m　３位（2'10"22）
間處　寧乙　１年女子800m　３位（2'45"12）
丸山　蓮　　１年男子1500m ３位（5'07"94）

5月26日 ソフトテニス
やまみ三原運動公園
テニスコート

１回戦敗退
世羅1－2竹原

5月27日 ソフトテニス
因島運動公園
テニスコート

嶽・阿賀ペア　ベスト１６

5月26日 サッカー 因島運動公園 世羅２－０因北

5月27日 サッカー 因島運動公園 世羅０－３高西

5月26日 バスケット男子 栗原中学校
１回戦敗退
世羅２７－６３栗原中

5月26日 バスケット女子 バンブージョイハイランド

１回戦
世羅５３－２８三原三中
２回戦
世羅４９－３６向東中

5月27日 バスケット女子 びんご運動公園

３回戦
世羅３７－６４長江中
代表決定戦
世羅４８－６９吉和中

5月26日 卓球 三原リージョン

【男子団体】１回戦敗退　世羅１－３浦崎
【男子個人】３回戦敗退　有田琉喜
　　　　　　　２回戦敗退　吉儀智也　林海篤　生田淳也　後藤航希
　　　　　　　１回戦敗退　久谷昂士　愛須琉盛　向井健斗
【女子個人】２回戦敗退　吉宗優芽
　　　　　　　１回戦敗退　垣内美和　山本小暖

県中学校選手権大会世羅郡予選会 6月9日 陸上競技 みよし運動公園

〔県選手権出場〕
【男子】
800m　加藤秀明，松木彩　　1年1500m　丸山蓮，甲野龍一朗　　2年1500m　松山悠人　　3
年1500m　加藤秀明　　3000m　近藤大斗　4×100mR　隠地康成，日南田遥人，藤井倖多，
千葉陸太郎，島本雅史，行安創　　走幅跳　島本雅史，千葉陸太郎　　走高跳　島本雅史，
千葉陸太郎　　砲丸投　日南田遥人
【女子】
1年100m　中串沙世，上川美幸　　1年800m　間處寧乙，橋本倖奈　　2,3年800m　油谷夏海
1500m　松尾莉沙

県中学校選手権大会
7月14日
7月15日

陸上競技 エディオンスタジアム広島

【男子】
800m　加藤秀明 2.12.55，松木彩2.29.49　　1年1500m　丸山蓮 5.08.75，甲野龍一朗 5.18.08
2年1500m　松山悠人 4.47.75　　3年1500m　加藤秀明 4.34.52　　3000m　近藤大斗9.57.22
4×100mR　隠地康成，日南田遥人，藤井倖多，千葉陸太郎，島本雅史，行安創 52.27
走幅跳　島本雅史 4m85，千葉陸太郎 4m69　　走高跳　島本雅史 記録なし，千葉陸太郎
記録なし　　砲丸投　日南田遥人 5m33
【女子】
1年100m　中串沙世 15.69，上川美幸16.16　　1年800m　間處寧乙 2.42.50，橋本倖奈
2.43.23　　2,3年800m　油谷夏海 2.39.85　　1500m　松尾莉沙 5.41.98

7月24日 バレー女子 世羅西中学校
世羅　２－０　世羅西
世羅　２－０　甲山

7月24日 軟式野球 世羅西中学校 世羅　２－６　世羅西
7月25日 サッカー 世羅中学校 世羅　１－０　甲山

7月25日 卓球 世羅中学校
【男子団体】世羅３－１甲山
【男子個人】決勝　有田（世羅）３－１黒木（甲山）
【女子個人】決勝　年宗（世羅西）３－０西本（世羅）

第64回 全日本中学校通信陸上競技         広島県大会7月25日 陸上競技 エディオンスタジアム広島

加藤 秀明　800m　 2:09.13 　　3年1500m　 4:39.73
松山 悠人　2年1500m　  4:49.97
丸山 蓮　1年1500m　4:59.22
近藤 大斗　3000m　 10:00.64
間處 寧乙　1年800m　2:38.32
橋本 倖奈　1年800m　2:51.07

8月1日 サッカー 白竜湖総合運動公園 世羅　１－２　高西

8月1日 卓球 中止

8月1日 陸上競技 びんご運動公園

加藤 秀明　800m　2.11.57　2位
丸山 蓮　1年1500m　4.56.18　2位
近藤 大斗　3000m　9.54.29　7位
島本 雅史　走高跳 1m45　5位
千葉 陸太郎　走高跳 1m40　7位
松尾 莉沙　1500m　5.37.04　6位
間處 寧乙　1年1500m　5.33.63　3位
橋本 倖奈　1年1500m　5.41.57　5位

バスケット男子 びんご運動公園 世羅　４６－７６　向東

バスケット女子 びんご運動公園 １回戦世羅１０８－２８美木

２回戦世羅５７－４６二中
準決勝世羅４７－４６長江

決勝世羅４８－４３高西

8月1日 ソフトテニス
因島運動公園
テニスコート

雨のため中止

広島県吹奏楽コンクール 8月3日 吹奏楽 広島文化学園ＨＢＧホール 金賞受賞

9月29日 卓球 大竹市総合体育館

【男子団体】世羅０－３己斐
【女子団体】世羅０－１白木
【男子個人】２回戦　有田（世羅）０－３坂（二葉）
【女子個人】２回戦　西本（世羅）０－３堀家（白木）

9月29日 バレー女子
安佐南区スポーツセ
ンター

世羅０－２上下（２０－２５，２１－２５）

バスケット男子 廿日市市スポーツセンター 世羅　２３－１４６　古田
バスケット女子 廿日市市スポーツセンター 世羅　５５－　７５　井口

9月29日
9月30日

陸上競技 エディオンスタジアム広島

【男子】
200m　藤井倖多 27.04　　800m　加藤秀明 2.10.26　　3000m　近藤大斗 9.30.35　　4×
100mR　藤井倖多，島本雅史，千葉陸太郎，行安創，日南田遥人，隠地康成 51.32　走幅跳
島本雅史 欠場，千葉陸太郎 欠場　　走高跳　島本雅史 1m45，千葉陸太郎 記録なし　　砲
丸投　波田泰成 6m61，行安創 6m64

バスケット女子 世羅中学校 世羅　１１８－８　甲山
サッカー 甲山中学校 世羅　５－０　甲山

軟式野球 世羅中学校
世羅　５－２　世羅西
（特別延長）

バレー女子 甲山中学校 世羅２－０世羅西（２５－８，２５－１２），世羅２－０甲山（２５－１２，２５－１４）

ソフトテニス 甲山中学校
１位　木船・原田
２位　杉原・友近
３位　高山・折重

卓球 世羅中学校
【男子団体】世羅３－１甲山
【男子個人】決勝　向井（世羅）３－１黒木（甲山）
【女子個人】決勝　西本（世羅）３－２宮本（世羅）

世羅郡中学校駅伝競走大会 10月13日 陸上競技 世羅西中学校 男子の部　２位　　女子の部　２位　　新人の部　３位

県中学校駅伝競走大会 11月18日 陸上競技 東広島運動公園 男子２４位，女子２９位

谷敷・麓杯争奪ロードレース大会 12月15日 せら夢公園
男子３位，女子１位
男女合わせて約５０名参加

　選手派遣費成績

第41回南部地区中学校
春季総合体育大会

第70回世羅郡中学校総合体育大会

第６８回南部地区中学校
夏季総合体育大会

第６６回広島県総合体育大会

8月1日
8月2日

9月29日

9月29日
9月30日

ソフトテニス

広島翔洋テニスコー
ト
広島市中央バレー
ボール場

雨のため中止

郡新人大会 １０月６日（土）
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