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新入生歓迎校内駅伝大会３年４組優勝
５月１０日（火）、今年で６４回目を迎える新入生歓迎校内駅伝大会が馬見ヶ崎河川敷で開催され
ました。朝方から雨模様でしたが次第にあがり、生徒たちの熱気が、重く垂れ込めていた雲も遠ざ
けたかのようでした。暑すぎず寒すぎずの絶好のコンディションに恵まれて、優勝を目指す３年生、
下剋上を狙う２年生、上級生の歓迎に応えて食らいつく１年生、それぞれが手作りの旗の下に結束
し、クラスの襷をつなぎました。
はじめに男女別個人ロードレースが
行われ、男女とも３年生徒が一位にな
りました。そして、男女 22 名（男子
3.２㎞×10 人＋女子 1.9 ㎞×8 人＋
男子 1.9 ㎞×4 人）による駅伝競技に
おいても、３年４組が３年生の底力を見せて、3 時間２９分２１秒で優勝、２位は２年４組、3 位
が２年６組という結果になりました。抜きつ抜かれつのレース展開の中、クラス旗を掲げながら並
走し１人の生徒を皆で応援する姿には、胸を熱くさせるものがあり、応援が生む大きな力やクラス
の絆を参加者全員が改めて感じたことと思います。男子Ａコース（3,200m）では伊藤樹選手（３
年２組）、男子Ｃコース（1,900ｍ）では築地健人選手（２年４組）が一位となり、女子Ｃコース
（1,900ｍ）の一位に贈られる大宮杯は、丹治文子選手（２年４組）が手にしました。

～村山地区高 校総体が 開催されまし た。～
県高校総体の前哨戦となる村山地区高校総体が開催されました。山東生も各競技において、これ
までの練習の成果を発揮してくれました。（水泳地区総体：5 月 28 日(土)於：山形市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）
【上位入賞】
〇陸上…男子：100m 軽部恭矢(3 位)、200m 軽部恭矢(3 位)、400m 大沼亮太(3 位)
110m 障害 齋藤恒(1 位)、5000m 競歩 田中雄也(3 位)
４×100m〈森岡・軽部・茂庭・大沼〉(2 位)
女子：100m 佐藤由菜(2 位)、200m 佐藤由菜(1 位)、100m 障害 齋藤梨緒(2 位)
三段跳 佐藤光彩帆（1 位）
〇バドミントン…男子：団体 3 位
○ソフトテニス…男子：団体 3 位
〇弓道…男子：個人 加藤直人(1 位)、古川雄士（2 位）、伊藤怜央（3 位）
〇柔道…女子：団体 3 位、個人 57kg 級 上野莉緒(2 位)、78kg 超級 遠藤理瑚(2 位)
〇登山…男子：優秀
女子：優秀
〇ハンドボール…女子：2 位
〇フェンシング…男子：フルーレ 小松麟太郎(1 位)、堀場涼(2 位)、吉田雄真(3 位)
エペ
堀場涼(1 位)、阿部貴久 (2 位)、鹿間俊太郎（3 位）
サーブル 小松麟太郎(1 位)、大沼靖(2 位)、吉田雄真(3 位)
女子：フルーレ 阿部淑乃(1 位)、神保日夏(2 位)、伊豆田理奈(3 位)
エペ
蜂谷璃子(1 位)
サーブル 阿部淑乃(1 位)、神保日夏(2 位)、伊豆田理奈(3 位)
〇テニス…女子：シングルス 佐藤夏央(3 位) 〇剣道…男子：団体 3 位、個人 工藤宙夢（3 位）
○サッカー…男子：3 位
〇体操…男子個人総合：柴田健久(1 位)

☆☆☆ 県高校総体、間もなく開催！！ ☆☆☆
陸上競技を皮きりに、県高校総体が６月３日（金）～５日（日）を中心に開催されます。
本校はすべての部が県大会に出場します。競技ごとの日程・会場は以下の通りです。
競技名

期

陸上競技
サッカー

日

会

5/27(金)～5/30(月)

場

ＮＤソフトスタジアム山形

5/28(土)～29(日)、3(金)～5(日) 米沢工業高校(28-29)・米沢市営ｻｯｶｰﾌｨｰﾙﾄﾞ(3-5)

□6/3(金)～5(日)に開催の競技
競技名

会

場

競技名

会

場

ソフトテニス

鶴岡市小真木原テニスコート

弓道

鶴岡市朝暘武道館

卓球

山形県総合運動公園体育館

フェンシング

米沢興譲館高校

バスケットボール

酒田西高・国体記念体育館

ハンドボール

東根市民体育館

登山

蔵王山系熊野岳

鶴岡市小真木原総合体育館

柔道

南陽市民体育館

酒田市光ヶ丘テニスコート

バドミントン男子

新庄市体育館

国体記念テニスコート

バドミントン女子

尾花沢市体育館・サルナート

バレーボール
剣道
テニス

寒河江市民体育館・天童市ス
ポーツセンター・県体育館

～文化部の活躍～
【囲碁将棋部】県高校将棋選手権：男子団体１位・女子個人２位（星乃彩）
全国高校囲碁選手権県大会・全国高文祭県予選：男子団体１位
男子個人１位（武田華門）２位（宍戸雅治）

～文化部発表会のご案内～
文化部の発表会が下記のとおり開催されます。日ごろの活動の成果を是非ご鑑賞ください。
【吹奏楽部】第 51 回定期演奏会
【美術部】新入生歓迎 山形東美術部展
〇山形テルサホール
〇県芸文美術館（ナナビーンズ６階）
〇5 月 28 日（土）16 時開演
〇6 月 24 日（金）～27 日（月）
10 時～17 時〔最終日 15 時〕
【演劇部】水無月公演『海馬(うみにしずむうま)』 【マンドリン部】第 36 回定期演奏会
〇ＡＺ七日町６階（中央公民館ホール）
〇ＡＺ七日町６階（中央公民館ホール）
〇6 月 25 日（土）13 時 30 分開演
〇6 月 26 日（日）14 時開演

《６月は子どもの「いのち」を守る強化月間》
○ 子どもを巻き込んだ痛ましい事件や事故、甚大な
被害をもたらす自然災害など、子どもの「いのち」
が危険にさらされる事態が数多く発生しておりま
す。
○ また、近年はインターネットやＳＮＳで子どもたちが
被害に遭う事件も相次いでいます。
○ こうした状況を踏まえ、学校における安全対策を強
化する取り組みを、6月の１ヶ月を期間として全県
一斉にすべての学校で実施することになりました。
○ 本校では下記の内容で実施する予定です。
 登下校時における街頭指導（6/8～10）
 防災避難訓練・1年災害発生時初動訓練
（6/9）
 1年薬物乱用防止教室(6/15)
 講堂避難訓練（6/15）
 校舎内外の巡視と安全点検
 下校時間の徹底

◇◆◇ ６月の主な行事 ◇◆◇
1(水) 学校安全の日（校内巡視）
３(金) 特別時間割（２時間授業）
３(金)～５(日) 県高校総体
６(月) カウンセラー相談日
８（水）～10（金） マナーアップ運動
９（木） 防災避難訓練・１年災害発生時初動訓練
13(月)～15(水) 前期中間考査
15(水) 2年トレーニング講習会
1年薬物乱用防止教室・講堂避難訓練
16(木) 音楽鑑賞教室〔午後〕
18(土)～19(日) 3年進研ﾏｰｸ模試
3年難関大・医進ｾﾐﾅｰ
19(日) 2年医進塾
20(月) 第１回学校評議員・職員懇談会
カウンセラー相談日
24(金) 1年「先輩からのメッセージ」（講演会）
3年ＰＴＡ総会・研修会・学級懇談会
27(月) 山東探究塾⑧
28(火）～30(木) クラスマッチ

