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この集会では、曲中祭のねらいやそれに臨む生徒の心

構え、そして、活動部門の仕事内容や所属決定等につい

て、全校生徒会執行部から説明がありました。

【生徒会長あいさつ】

会長の齊籐○○さんからは、「曲

中祭は、地域の皆さんに私たちの活

躍を知っていただき、感謝の気持ちを

伝える場です。当日は、自分たちが

楽しむのではなく、お客様を最優先し

た行動を心がけましょう。」というお話が

ありました。

【曲中祭テーマについて】

副会長の伊藤○○さんから

「Passion ～曲中 熱中 無我夢中

～」というテーマが紹介されました。こ

のテーマには、「情熱的な曲中祭にし

たいこと」、「全員が全力で取り組ん

でほしいこと」等の願いが込められて

います。

サブテーマも「中」という漢字で韻を踏んでおり、印象的

なテーマに仕上がりました。

この後、全校生徒会執行部

から、曲中祭の目的や重点、部

門や係の仕事について説明が

ありました。

全校一丸となって準備活動に

取り組み、10月7日(日)の曲中

祭本番ではお客様に楽しんでいただけるよう精一杯がんば

ります。ぜひお出でください。

9月27日(木)に開催される合唱コンクールの指揮者・

伴奏者・曲目をお知らせします。生徒たちの一生懸命な

姿、美しい歌声に、ぜひ触れていただきたいと思います。

当日の駐車場や入り口等は、学年報でご確認ください。

【1年生】 開始時刻：9時00分～ （出演順に掲載）

組 曲 目 指揮者 伴奏者

101 ＨＥＩＷＡの鐘 佐々木駿介 髙野 由菜

102 ＣＯＳＭＯＳ 小松 瞭太 佐藤 綾奈

105 ＣＯＳＭＯＳ 太田 咲都 武田あかり

106 旅立ちの時 後藤恵莉奈 山田 瑞月

107 旅立ちの時 村上 悠里 原 あやの

104 この星に生まれて 三嶋弥千瑠 福士 万皓

103 時を越えて 藤田 萌那 加藤 美音

109 大切なもの 森元 聖香 田口 実夢

108 旅立ちの時 菅原 和希 佐々木莉吏子

【２年生】 開始時刻：11時00分～ （出演順に掲載）

組 曲 目 指揮者 伴奏者

206 空駆ける天馬 伊藤 皇揮 魚住和花子

202 時の旅人 雲然 匡平 高橋 華子

205 手紙 竹村 琉 髙橋 和瑚

201 ＹＥＬＬ 佐々木悠希 児玉 愛結

208 輝くために 吉川 柊太 佐藤 麻愛

204 モルダウ 藤原 励 染川 琴音

207 あなたへ 佐々木伊織 佐藤 恋

203 ヒカリ 一星 雅裕 佐々木七彩

【３年生】 開始時刻：13時40分～ （出演順に掲載）

組 曲 目 指揮者 伴奏者

306 はじまり 高橋 惇 伊藤 睦萌

305 君とみた海 佐藤 航貴 木村 亜美

303 友 ～旅立ちの時～ 伊藤 彩那 富岡 恵也

301 虹 老松 京平 木村 凜

307 走る川 戸嶋 乙貴 荒木 伶衣

302 信じる 齋藤 太地 挽野奈緒子

304 証（あかし） 小原 緋闘 日景 真奏



９月１５日から１６日にかけて行われた大曲仙北中学校

新人総合体育大会では、選手の皆さんの頑張りに加え、

控えの選手や応援の生徒、そして引退した３年生も駆けつ

けて、チーム曲中として一丸となった戦いを繰り広げました。

保護者の皆様にも、生徒たちの送迎や応援等でご協力を

いただき、ありがとうございました。

【野球】
＜トーナメント１回戦＞ 大曲中 ５－０ 大曲南中
＜準々決勝＞ 大曲中 ４－５ 大曲西中

（延長10回、タイブレーク）

【バスケットボール男子】 （５チームによる総当たり戦）
大曲中 90－30 角館中 大曲中 77－53 西仙北中
大曲中 76－44 中仙中 大曲中 45－61 美郷中
[結果]：準優勝

【バスケットボール女子】
＜予選リーグ＞
大曲中 60－36 仙北中 大曲中 54－32 中仙中
＜準決勝＞ 大曲中 51－42 美郷中
＜決 勝＞ 大曲中 66－44 角館中
[結果]：優勝（県大会出場）

【バレーボール】
＜予選グループ＞
大曲中 ２－０ 大曲西中 大曲中 ２－０ 南外中
＜準々決勝＞ 大曲中 ２－０ 協和中
＜準 決 勝＞ 大曲中 ２－０ 中仙中
＜決 勝＞ 大曲中 ０－２ 仙北中
[結果]：準優勝（県大会出場）

【サッカー】
大曲中 ６－０ 美郷中
[結果]：優勝（県大会出場）
[優秀選手賞]：柴嵜 勇

【ソフトテニス男子団体】
＜準々決勝＞ 大曲中 ２－０ 西明寺中
＜準 決 勝＞ 大曲中 １－２ 仙北中
＜代表決定戦＞ 大曲中 ２－０ 協和中
[結果]：第３位（県大会出場）

【ソフトテニス男子個人】
第３位：吉川柊太・伊藤 蓮組（県大会出場）

【ソフトテニス女子団体】
＜準々決勝＞ 大曲中 ２－１ 美郷中
＜準 決 勝＞ 大曲中 ２－０ 協和中
＜決 勝＞ 大曲中 ２－０ 太田中
[結果]：優勝（県大会出場）
【ソフトテニス女子個人】
優 勝：田口実夢・梅川結音組(県大会出場)
第５位：小松未旺・木村 栞組(県大会出場)

【卓球男子団体】
＜予選リーグ＞ ＜決勝リーグ＞
大曲中 ３－０ 西仙北中 大曲中 ３－０ 豊成中
大曲中 ３－０ 太田中 大曲中 ３－０ 角館中
大曲中 ３－０ 美郷中 大曲中 ３－０ 大曲西中
大曲中 ３－０ 神代中 大曲中 ３－０ 中仙中
[結果]：優勝(県大会出場)

【卓球男子個人】
優 勝：加賀 健心(県大会出場)
第３位：大石京太郎(県大会出場)
第５位：黒澤 一輝(県大会出場)
第９位：木村 耀介(県大会出場)
第13位：石川覚都、佐藤稜太(県大会出場)

【卓球女子団体】（５チームによる総当たり戦）
大曲中 ３－０ 太田中 大曲中 ３－０ 角館中
大曲中 ３－０ 美郷中 大曲中 ３－１ 仙北中
[結果]：優勝(県大会出場)

【卓球女子個人】
優 勝：髙橋心澄美(県大会出場)
準優勝：森元 遥菜(県大会出場)
第３位 ：佐藤 有紗(県大会出場)
第５位 ：高木 瑞季(県大会出場)
第９位：瀬田川真子、藤原咲耶(県大会出場)

【柔道男子団体】（５チームによる総当たり戦）
大曲中 ２－３ 角館中 大曲中 ５－０ 仙北中
大曲中 ４－１ 大曲西中 大曲中 ４－１ 神代中
[結果]：準優勝(県大会出場)

＜男子個人＞
<66kg級> 優 勝：柳田 琉翔(県大会出場)

準優勝：伊藤 泰恒(県大会出場)
<73kg級> 優 勝：進藤 魁十(県大会出場)

準優勝：草薙 星雅(県大会出場)
<55kg級> 第３位 ：佐々木 駿

＜女子個人＞
<48kg級> 優 勝：福士万皓(県大会出場)
<選手権> 準優勝：福士万皓

【バドミントン】
＜男子団体＞
大曲中 ２－１ 美郷中 大曲中 ２－１ 西仙北中
[結果]：優勝
＜男子個人シングルス＞
優勝：高山優希
＜男子個人ダブルス＞
優勝：佐藤柚樹・厨川陽哉組

＜女子団体＞
大曲中 ０－３ 平和中 大曲中 ３－０ 美郷中
[結果]：準優勝
＜女子個人ダブルス＞
優 勝：伊藤音々・松本彩香組
第３位：佐藤来夏・千葉向葵組
※バドミントンは新人総体の結果に関わらず県大会に出場

【剣道】
＜男子団体：６チームによる総当たり戦＞
大曲中 １－２ 仙北中 大曲中 ４－０ 角館中
大曲中 １－２ 大曲南中 大曲中 ４－０ 美郷中
大曲中 ２－１ 協和中
[結果]：第３位(県大会出場)
＜男子個人＞※剣道の県秋季大会は個人戦はありません。
準優勝：佐々木海

＜女子団体＞
大曲中 ３－０ 角館中 大曲中 ２－０ 大曲南中
[結果]：優勝(県大会出場)
＜女子個人＞※剣道の県秋季大会は個人戦はありません。
準優勝：伊藤理沙子
第３位 ：佐々木珠理


