
中 体 連
平成２８年７月２１日(木)現在 札幌市立柏中学校

【卓球】
＜地区ブロック大会＞（会場：中央体育館）
男子団体 ６月２５日（土））
決勝トーナメント準決勝 ○柏３－２向陵
決勝トーナメント決勝 ○柏３－２啓明 地区優勝 全市大会出場
女子団体
○柏３ー０啓明 ○柏３－０藤野 ○柏３－０真駒内曙 ×柏１－３真駒内
女子地区準優勝 全市大会出場

個人戦 ６月１８日（土）
男子個人戦 全市出場者
３位 酒井（３－４） ５位 小山（２－２） ９位 神野（３－３）
女子個人戦 全市出場者
３位 後藤（３－３） ３位 杉本（３－３） ５位 中山（３－４）
９位 円山（２－１）

＜全市大会＞（会場：美香保体育館）
【男子団体戦】
予選リーグ
○柏４－１八軒東× ×柏１－４あいの里東○ ２位通過
予選第２ステージ
×柏２－３札苗北○
※全市ベスト８

【女子団体戦】
予選リーグ
○柏４－１丘珠× ○柏３－２柏丘 １位通過
予選第２ステージ
×柏２－３八軒東○
※全市ベスト８

【男子個人戦】
酒井（３－４）３回戦敗退 神野（３－３）２回戦敗退 小山（２－２）１回戦敗退

【女子個人戦】
後藤（３－３）３回戦敗退 杉本（３－３）２回戦敗退 中山（３－４）１回戦敗退
円山（２－１）１回戦敗退

【水泳】（会場：平岸プール）
3－4丸山隼之介 200M個人メドレー 2分27秒69 第2位 全道進出
2－2城谷颯士 200M個人メドレー 2分36秒16 第6位 全道進出

200M自由形 2分18秒99 全道進出
2－4髙橋朝香 50M自由形 29秒67 第6位 全道進出

100M自由形 1分05秒17 第5位 全道進出
男子フリーリレー

3年丸山、2年城谷、1－3後藤大輝、1－4早川春翔 4分26秒48 全道進出

速報



【サッカー】（会場：羊丘中学校）
７月２日（土）

１回戦 ＶＳ 平岸中学校 １－０（０－０、１－０）
得点者 ３－１川村

７月３日（日）
２回戦 ＶＳ 石山中学校 ２－０（１－０、１－０）

得点者 ３－４赤坂
３－２早坂

７月９日（土）
代表決定戦 ＶＳ 澄川中学校 １－４（０－０、１－４）

得点者 ３－１菅原

【バドミントン】（会場：山鼻中学校）
７月２日（土）

団体戦 男子準優勝 女子初戦敗退
７月３日（日）

個人戦 女子ダブルス 岩佐・西川ペア 優勝→全市
男子ダブルス 水口・山本ペア 優勝→全市 千田・船水ペア 準優勝→全市

内藤・横井ペア ３位
男子シングルス 樫村 優勝→全市 澤田 ３位→全市

【男子バスケットボール】（会場：札苗北中学校）
７月２日（土）

トーナメント１回戦 ＶＳ 屯田北中学校 ３１－３６

【女子バスケットボール】（会場：稲積中学校）
７月２日（土）

トーナメント１回戦 VS 東栄中学校 ４０－４５

【柔道】（会場：東白石中学校）
７月３日（日）

個人戦男子６０ｋｇ級 ３回戦敗退 河江聖延
準決勝敗退 上杉友駆（全市３位入賞）

【陸上競技】
女四種１００Ｈ 5077鈴木 里沙 ３６７点 １９”２５(+0.6m)
女四種 走高跳 5077鈴木 里沙 ３６９点 １ｍ２６
女四種 砲丸投 5077鈴木 里沙 ２５１点 ５ｍ６８
女四種２００ｍ 5077鈴木 里沙 ５４５点 ２９”１２(+3.0m)

合 計 １５３２点
男 ８００ｍ 予選 5063山﨑 皓平 ２’１７”８４

5078吉本 蒼唯 ２’４９”７４
女 ８００ｍ 予選 5064妹尾 音遥 ２’５４”５０

5081田村 瞳 ２’５１”０８
男 １００ｍ 予選 5053八子 恭輔 １２”２５(+0.2m)

5067渡辺 雄大 １２”４３(+0.8m)
女 走幅跳 予選 5079吉野百合子 ４ｍ１６(+1.5m)

5080妹尾 楓音 ３ｍ８７(+1.0m)
女 １００ｍ 予選 5071工藤 瑠奈 １３”５４(+1.8m) →準決勝へ

5073山本 優心 １４”３５(+0.3m)
男 ４００ｍ 予選 5065西元寺遼介 ５６”１８ →決勝へ 全道出場決定！

5072山手 友哉 ７０”８４
男 １５００ｍ 予選 5063山﨑 皓平 ４’４５”４１

5084辻 創太 ５’２０”８０
女 １００ｍ 準決 5071工藤 瑠奈 １３”３９(+1.9m)
女 １５００ｍ 予選 5062西野 京香 ５’４７”６９

5078藤原 利香 ６’１７”６０
男 ４００ｍ 決勝 西元寺遼介 ５９”４１ １２位



７月３日（日）
女 ４００ｍＲ 予選 鈴木→工藤→西野→山本 ５４”５０
男 ４００ｍＲ 予選 西元寺→八子→福岡→渡辺 ４７”４６ 全道出場決定！
男 走幅跳 予選 5053八子 恭輔 ５ｍ０９(+1.9m)
男 砲丸投 予選 5060享保 拓哉 ８ｍ８６ →決勝へ

5071鈴木 徹太 ＮＭ
女 １００ｍＨ 予選 5072齊藤 咲良 ２０”９９(-2.4m)

5077鈴木 里沙 ２０”１２(-2.2m)
男 走幅跳 予選 5066越後谷 崇 ５ｍ１７(+2.9m)
男 １１０ｍＨ 予選 5066越後谷 崇 １８”４４(-3.7m) →準決勝へ
女 砲丸投 予選 5079吉野百合子 ＮＭ

5082丹羽 千尋 ９ｍ８１ →決勝へ
女 ２００ｍ 予選 5071工藤 瑠奈 ２７”９０(-1.3m)全道出場決定！→準決勝へ

5083邉牟木ひびき３２”４８(+1.7m)
男 ２００ｍ 予選 5061福岡 裕人 ２５”７５(+1.5m)

5065西元寺遼介 ２４”８６(+2.3m) →準決勝へ
男 砲丸投 決勝 5060享保 拓哉 ８ｍ８７ １０位
男 １１０ｍＨ 準決 5066越後谷 崇 １８”４９(-1.6m)
女 ２００ｍ 準決 5071工藤 瑠奈 ２８”８１(-0.1m)
男 ２００ｍ 準決 5065西元寺遼介 ２５”４３(-1.4m)
女 砲丸投 決勝 5082丹羽 千尋 ９ｍ９８ ５位入賞 全道出場決定！

【野球】

７月３日（日）
１回戦 ｖｓ南が丘中学校 ７－０ ５回コールド勝ち
先発 投手：小村 捕手：渡辺

７月４日（月）
準決勝 ｖｓ真駒内曙中学校 １－０ 延長８回勝ち
先発 投手：小村 捕手：渡辺のバッテリー

決勝 ｖｓ啓明中学校 ２－１ 勝ち
先発 投手：上原・小村 捕手：小村・渡辺

南地区Aブロック優勝 全市大会出場

【女子ソフトテニス】
７月２日（土）雨天により中断・延期
７月９日（土）団体戦 総当たりリーグ戦

vs 向陵中学校 ０－３ 敗退
vs 伏見中学校 ０－３ 敗退
vs 宮の森中学校 ０－３ 敗退
vs 啓明中学校 ０－３ 敗退

７月１０日（日）
個人戦 村上・西田ペア 初戦敗退

後藤・大黒ペア 初戦敗退
大橋・岩本ペア 初戦敗退

※雨天により中断・延期

７月１１日（月）
個人戦 原田・小山ペア 初戦敗退

長尾・前田ペア ２回戦敗退
山城・増宮ペア 準々決勝敗退


