
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【男子ソフトテニス】団体 3 位 

団体戦 

決勝ト 1 回戦 太田中 2－1 大曲中 

準決勝    太田中 1－2 仙北中 

県代表決定戦 太田中 2－1 協和中 

個人戦 ベスト 8 髙橋選手・髙橋選手 

（団体＆髙橋・髙橋ペア全県出場） 

【女子ソフトテニス】団体 3 位 

団体戦 

決勝ト１回戦 太田中 3－0 神代中 

準決勝    太田中 1－2 大曲中 

県代表決定戦 太田中 1－2 美郷中 

個人戦第 3 位 黒澤選手・安達選手 

（黒澤・安達ペア全県出場） 

【男子卓球】 
団体戦 予選リーグ 太田中 2－3 中仙中  

 太田中 0－3 美郷中 

個人戦 ベスト 16 前に敗退 

【女子卓球】 
団体戦 総当りリーグ 太田中1－3美郷中   

太田中 0－3 大曲中   太田中 1－3 角館中 

太田中 1－3 仙北中   太田中 3－2 中仙中  

太田中 3－1 豊成中 

個人戦 ベスト 16 前に敗退 

【バレーボール】 
予選リーグ  太田中 0－2 美郷中 

       太田中 2－0 西明寺中 

決勝ト１回戦 太田中 2－1 神代中 

順々決勝   太田中 0－2 中仙中 

【野球】 
１回戦       太田中 2－1 中仙中 

準々決勝      太田中 0－6 仙北中 

【バドミントン】＊全県春季大会 

個人戦     2 回戦進出 
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男子男子男子男子ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス部部部部はははは，，，，序盤劣勢序盤劣勢序盤劣勢序盤劣勢だっただっただっただった決勝決勝決勝決勝トーナトーナトーナトーナ

メントメントメントメント 1111 回戦回戦回戦回戦のののの大曲中戦大曲中戦大曲中戦大曲中戦をををを盛盛盛盛りりりり返返返返しししし，，，，県大会代表決定県大会代表決定県大会代表決定県大会代表決定

戦戦戦戦ででででもももも勝利勝利勝利勝利してしてしてして春季県大会出場春季県大会出場春季県大会出場春季県大会出場をををを決決決決めためためためた。。。。またまたまたまた，，，，髙橋髙橋髙橋髙橋････

髙橋髙橋髙橋髙橋ペアもペアもペアもペアも個人戦個人戦個人戦個人戦でででで全県出場全県出場全県出場全県出場であるであるであるである。。。。女子女子女子女子ソフトテニソフトテニソフトテニソフトテニ

スススス部部部部はははは，，，，準決勝準決勝準決勝準決勝，，，，代表決定戦代表決定戦代表決定戦代表決定戦ともともともとも紙一重紙一重紙一重紙一重のののの戦戦戦戦いをくりいをくりいをくりいをくり

広広広広げたもののげたもののげたもののげたものの，，，，惜惜惜惜しくもしくもしくもしくも団体団体団体団体でのでのでのでの春季春季春季春季県大会出場県大会出場県大会出場県大会出場はなはなはなはな

らなかったらなかったらなかったらなかった。。。。しかししかししかししかし，，，，春春春春にににに課題課題課題課題をををを見見見見つけたチームがつけたチームがつけたチームがつけたチームが夏夏夏夏

はははは勝勝勝勝てるてるてるてる。。。。全県全県全県全県にににに出場出場出場出場するするするする黒澤黒澤黒澤黒澤････安達安達安達安達ペアにはペアにはペアにはペアには，，，，他他他他のののの

選手選手選手選手のののの分分分分までまでまでまで戦戦戦戦ってきてほってきてほってきてほってきてほしいしいしいしい。。。。    

卓球卓球卓球卓球ではではではでは，，，，男女男女男女男女ともともともとも上位上位上位上位のののの 2222・・・・3333 校校校校のののの実力実力実力実力はははは少少少少しししし抜抜抜抜

けているけているけているけている印象印象印象印象だっただっただっただった。。。。しかししかししかししかし，，，，他他他他はほとんどはほとんどはほとんどはほとんど差差差差がないがないがないがない。。。。

もうもうもうもうちょっとちょっとちょっとちょっとでででで･･･という･･･という･･･という･･･という試合試合試合試合がががが多多多多かったかったかったかった。。。。ベストベストベストベスト 4444

はははは手手手手がががが届届届届くところにあるくところにあるくところにあるくところにある。。。。全中全中全中全中出場出場出場出場のののの経験経験経験経験ががががあるあるあるある小松小松小松小松

副部会長副部会長副部会長副部会長（（（（大曲中大曲中大曲中大曲中教頭教頭教頭教頭））））がががが「「「「正正正正しいしいしいしい打打打打ちちちち方方方方をををを身身身身にににに付付付付けけけけ

ることがることがることがることが大切大切大切大切」」」」とととと話話話話していたしていたしていたしていた。。。。なるほどなるほどなるほどなるほど，，，，間違間違間違間違ったスったスったスったス

ペルのペルのペルのペルの単語単語単語単語をををを 100100100100 回練習回練習回練習回練習してもしてもしてもしても正解正解正解正解にはならないのでにはならないのでにはならないのでにはならないので

あるあるあるある。。。。    

バレーバレーバレーバレー部部部部はははは，，，，初初初初戦戦戦戦のののの美郷中戦美郷中戦美郷中戦美郷中戦ではサーブカットにではサーブカットにではサーブカットにではサーブカットに難難難難

儀儀儀儀をしてをしてをしてをして試合試合試合試合をををを落落落落としたとしたとしたとした。。。。しかししかししかししかし，，，，それをそれをそれをそれを引引引引きずらずきずらずきずらずきずらず

にににに決勝決勝決勝決勝トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント 1111 回戦回戦回戦回戦でそれまででそれまででそれまででそれまで勝勝勝勝てなかったてなかったてなかったてなかった神神神神

代中代中代中代中をををを破破破破ったったったった。。。。大会大会大会大会をををを通通通通じてじてじてじて選手選手選手選手がががが課題課題課題課題をををを自覚自覚自覚自覚しししし始始始始めめめめ

たとのことたとのことたとのことたとのこと。。。。夏夏夏夏につながるにつながるにつながるにつながる勝利勝利勝利勝利であるであるであるである。。。。    

野球部野球部野球部野球部はははは，，，，秋秋秋秋のののの雪辱雪辱雪辱雪辱はならなかったがはならなかったがはならなかったがはならなかったが，，，，我慢我慢我慢我慢してしてしてして守守守守

りりりり切切切切れるチームになってきたれるチームになってきたれるチームになってきたれるチームになってきた。。。。事実事実事実事実，，，，仙北中戦仙北中戦仙北中戦仙北中戦ではではではでは，，，，

6666 回回回回まではまではまではまでは 0000----2222 のののの均衡均衡均衡均衡したしたしたした展開展開展開展開だっただっただっただった。。。。ここでここでここでここで 1111 本本本本とととと

いういういういう場面場面場面場面もあったもあったもあったもあった。。。。今後今後今後今後はははは，，，，如何如何如何如何にしてにしてにしてにして点数点数点数点数をををを取取取取れるれるれるれる

ようになるかであるようになるかであるようになるかであるようになるかである。。。。とにかくやるしかないとにかくやるしかないとにかくやるしかないとにかくやるしかない。。。。    

バドミントンはバドミントンはバドミントンはバドミントンは，，，，郡市大会郡市大会郡市大会郡市大会ではなくではなくではなくではなく全県全県全県全県のののの春季大会春季大会春季大会春季大会

だっただっただっただった。。。。小松選手小松選手小松選手小松選手はははは 1111 回戦回戦回戦回戦はははは難難難難なくなくなくなく勝利勝利勝利勝利したもののしたもののしたもののしたものの，，，，

2222 回戦回戦回戦回戦でででで第第第第 1111 シードのシードのシードのシードの選手選手選手選手にににに敗退敗退敗退敗退したしたしたした。。。。しかししかししかししかし，，，，大大大大きききき

なななな財産財産財産財産ととととなったなったなったなった。。。。またまたまたまた，，，，普段一緒普段一緒普段一緒普段一緒にににに練習練習練習練習しているしているしているしている大曲大曲大曲大曲

ののののスポスポスポスポ少少少少のののの指導指導指導指導者者者者がががが彼彼彼彼のののの練習姿勢練習姿勢練習姿勢練習姿勢をををを褒褒褒褒めてくれためてくれためてくれためてくれた。。。。ここここ

れもうれしいれもうれしいれもうれしいれもうれしい。。。。    

全県春季ソフトテニス大会 

5 月 17 日（土）～18 日（日） 

大館市高舘テニスコート 


