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6月15日(金)～17日(日)にかけて行われた郡総体では、

選手・応援生徒（応援団）・保護者に加え、卒業生や地

域の皆様も加わり、曲中の総力を結集した戦いをすること

ができました。本当にありがとうございました。

県大会への出場権を得たチーム・個人は、曲中代表と

して、そして郡代表として、更に上のレベルを目指してがんば

ってほしいと思います。また、出場権を得られなかったチー

ム・個人も、今までの努力に自信とプライドをもち、それを今

後の生活の糧にして、がんばってほしいと思います。

【水泳】 ※全県大会出場者まで掲載

男子総合：優勝（184点）

女子総合：優勝（111点）

男女総合：優勝（295点）

＜男子＞

・自由形50m 第１位：太田 駿平

第２位：三嶋弥千瑠

第４位：佐々木大陸

・自由形100m 第１位：太田 駿平

第２位：湯野澤啓幹

第３位：佐々木大陸

・自由形200m 第２位：湯野澤啓幹

第３位：齋藤優乃心

第４位：武藤 琉唯

・自由形400m 第２位：千葉 大和

第３位：佐藤 琉聖

第４位：宮田 喜大

・自由形1500m 第１位：佐藤 琉聖

第２位：齋藤優乃心

第３位：武藤 琉唯

・背泳ぎ100m 第１位：三嶋弥千瑠

第２位：今野 蔵人

第３位：富樫 一輝

・背泳ぎ200m 第１位：田中雄一朗

第２位：金子 陸

・平泳ぎ100m 第１位：藤原 優作

第２位：伊藤 和之

・平泳ぎ200m 第１位：藤原 優作

第２位：伊藤 和之

第３位：深田 隼

・バタフライ100m 第１位：高橋 克祈

・バタフライ200m 第１位：千葉 大和

第２位：高橋 克祈

・個人メドレー200m 第１位：高橋希和

第２位：深田 隼

第３位：浅水 歩

・個人メドレー400m 第１位：高橋希和

・フリーリレー4×100m 第１位：大曲中Ａ

（湯野澤啓幹、高橋希和、千葉大和、佐藤琉聖）

・メドレーリレー4×100m 第１位：大曲中Ａ

（高橋希和、藤原優作、千葉大和、佐藤琉聖）

＜女子＞

・自由形50m 第２位：竹内 さくら

第３位：佐々木悠希

・自由形100m 第２位：石戸 和奏

・自由形200m 第２位：石戸 和奏

第３位：葛岡 咲良

・自由形400m 第１位：葛岡 咲良

・自由形800m 第１位：赤川 茅愛

・背泳ぎ100m 第２位：児玉 桜

・背泳ぎ200m 第２位：児玉 桜

・平泳ぎ100m 第２位：野元 和奈

・平泳ぎ200m 第１位：野元 和奈

・バタフライ100m 第１位：佐々木悠希

・個人メドレー200m 第１位：竹内 さくら

第２位：髙橋妃茉莉

・フリーリレー4×100m 第１位：大曲中Ａ

（竹内さくら、赤川茅愛、佐々木悠希、石戸和奏）

・メドレーリレー4×100m 第１位：大曲中Ａ

（石戸和奏、野元和奈、竹内さくら、赤川茅愛）

【野球】：準優勝

＜準決勝＞ 大曲中 ９－１ 生保内中（５回コールド）

＜決 勝＞ 大曲中 ０－２ 中仙中

（延長10回

タイブレーク方式

で惜敗）



【バスケットボール男子】：優勝(全県出場)

＜予選リーグ＞

大曲中 ８４－２８ 中仙中

大曲中 ７０－５３ 角館中

＜決勝リーグ＞

大曲中 ６７－４４ 西仙北中

大曲中 ５９－５１ 美郷中

【バスケットボール女子】

＜予選リーグ＞

大曲中 ５０－５３ 角館中

大曲中 ３９－５７ 美郷中

【バレーボール】

＜予選リーグ＞

大曲中 ２－０ 西明寺中

大曲中 ０－２ 協和中

大曲中 ２－０ 西仙北中

＜準々決勝＞

大曲中 ０－２ 中仙・豊成合同チーム

【ソフトテニス男子】：優勝(全県出場)

＜予選リーグ＞

大曲中 ３－０ 生保内中

＜決勝トーナメント＞

１回戦 大曲中 ２－０ 平和中

準決勝 大曲中 ２－０ 協和中

決 勝 大曲中 ２－０ 角館中

＜個人戦＞※全県大会出場者まで掲載

優 勝：本多正太郎・福田和彦組

第５位：吉川柊太・真崎佳也組

【ソフトテニス女子】

＜予選リーグ＞

大曲中 ３－０ 平和中

大曲中 １－２ 南外中

＜決勝トーナメント＞

１回戦 大曲中 ０－２ 太田中

＜個人戦＞※全県大会出場者まで掲載

優 勝：伊藤睦萌・土田愛夏組

【卓球男子】：優勝（全県出場）

＜予選リーグ＞

大曲中 ３－０ 大曲西中

大曲中 ３－０ 西仙北中

大曲中 ３－０ 美郷中

＜団体戦決勝リーグ＞

大曲中 ３－０ 中仙中

大曲中 ３－２ 神代中

大曲中 ３－１ 角館中

大曲中 ３－０ 豊成中

＜個人戦＞※全県大会出場者まで掲載

優 勝：太田歩夢

準優勝：加賀健心

第５位：武野元気 ／ 第９位：佐藤俊佑

【卓球女子】：優勝（全県出場）

大曲中 ３－０ 西明寺中

大曲中 ３－０ 角館中

大曲中 ３－０ 太田中

大曲中 ３－０ 美郷中

大曲中 ３－０ 仙北中

＜個人戦＞※全県大会出場者まで掲載

優 勝：武藤花梨

準優勝：髙橋心澄美

第５位：森元遥菜 ／ 第９位：佐藤有紗

【サッカー】：優勝（全県出場）

大曲中 ８－１ 角館中･生保内中

大曲中 ４－０ 美郷中

※結果：優勝 ／ 優秀選手賞：小田嶋累志

【柔道男子】：優勝（全県出場）

大曲中 ３－２ 神代中

大曲中 ３－２ 角館中

大曲中 ３－２ 大曲西中

大曲中 ４－０ 仙北中

大曲中 ３－０ 協和中

大曲中 ３－１ 美郷中

＜個人戦＞※全県大会出場者まで掲載

66kg級 準優勝：柳田琉翔

73kg級 準優勝：進藤魁十、第３位：草薙星雅

【柔道女子】：優勝（全県出場）

大曲中 １－０ 協和中

＜女子個人＞※全県大会出場者まで掲載

48kg級 優勝：福士万皓

63kg級 優勝：長沼有夏

【剣道男子】：優勝（全県出場）

大曲中 ５－０ 角館中

大曲中 ４－０ 美郷中

大曲中 ３－０ 仙北中

大曲中 １－０ 大曲南中

大曲中 ３－０ 協和中

大曲中 ３－０ 生保内中

＜男子個人＞※全県大会出場者まで掲載

優勝：出町龍成、第３位：後藤巧人

【剣道女子】：優勝（全県出場）

大曲中 １－２ 大曲南中

大曲中 ３－２ 角館中

大曲中 ２－１ 生保内中

＜女子個人＞※全県大会出場者まで掲載

優勝：日景真奏、第３位：佐々木珠理

【バドミントン男子】：第3位

大曲中 ０－３ 美郷中

大曲中 １－２ 西仙北中

＜男子シングルス＞第３位：高山優希

【バドミントン女子】：第3位

大曲中 ３－０ 美郷中

大曲中 １－２ 平和中

大曲中 １－２ 西仙北中

＜女子シングルス＞

優 勝：鈴木琉花

第３位：髙橋里菜

※バドミントンは、郡総体の結果にかかわらず全県大会に出場


