※えぐねは、日本三大散居村の地、胆沢扇状地の屋敷の北西側に
杉・栗・桐などの木を森のように植えて、冬の季節風から屋敷を守
る防風林である。杉は建築材に、落葉は燃料や肥料などにも使わ
れた。冬は温かく、夏は涼しく、緑豊かで快適な住環境を形づくる
とともに、日本の原風景を代表する豊潤な景観を生み出している。

1､2 年生も頑張りました

大健闘だった地区新人戦
9 月 14 日、15 日の二日間にわたって胆江地区新
人大会が行われました。どの部も胆沢プライドを胸
に全力で戦い抜き、素晴らしい成果を収めることが
できました。結果は以下の通りです。
★は県大会出場

10 月の予定をお知らせします
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※野球は優勝した水沢南
に惜敗し、サッカーは県
大会まであと一歩という
ところまで迫りました。

【軟式野球】
１回戦 vs 水沢南０-２
【サッカー】
予選 vs 水沢４-１勝 vs 江刺一１２-０勝
決勝トーナメント準決勝 vs 東水沢５-１勝
決勝 vs 金ケ崎０-１負 第２位
【バスケットボール男子】
予選 vs 水沢南 37-89 負、vs 東水沢 49-86 負
【バスケットボール女子】
予選 vs 衣川 75-15 勝
決勝トーナメント１回戦 vs 東水沢 49-59 負
【剣道男子】
団体戦：予選 vs 江刺一③-２勝、
vs 金ケ崎０-④負（２位通過）
決勝トーナメント１回戦 vs 前沢③-１勝
準決勝 vs 水沢１-１（本差）負 第３位★
個人戦：第３位 伊藤龍来★
【剣道女子】
団体戦：予選 vs 東水沢④-１勝
vs 金ケ崎２-③負（２位通過）
決勝トーナメント１回戦 vs 水沢南③-２勝
準決勝 vs 江刺一０-④負 第３位★
個人戦：第７位 芳賀琳★
【卓球男子】
団体戦：予選 vs 水沢南③-０勝
vs 江刺一③-１勝、vs 江刺南③-１勝（１位通過）
決勝トーナメント準決勝 vs 東水沢③-１勝
決勝 vs 水沢０-③負 第２位★
個人戦：ベスト８ 小倉優太★

【卓球女子】
団体戦：予選 vs 江刺南③-１勝
vs 水沢南③-０勝 vs 江刺一０-③負（２位通過）
決勝トーナメント１回戦 vs 前沢③-１勝
準決勝 vs 江刺一③-１勝
決勝 vs 水沢１-③負 第２位★
個人戦：ベスト８ 阿部こころ★ 佐々木柚葉★
【バレーボール女子】
予選 vs 前沢②-０勝 vs 金ケ崎②-０勝
vs 東水沢②-０勝（1 位通過）
決勝トーナメント準決勝 vs 前沢②-０勝
決勝 vs 江刺一・江刺東合同②-０勝 第１位★

※失セット 0 で
完勝しました。

【バレーボール男子】
予選 vs 金ケ崎０-②負 敗者戦 vs 水沢②-０勝
決勝トーナメント１回戦 vs 水沢南０-②負
【バドミントン男子】
団体：予選 vs 前沢１-②負 vs 東水沢②-１勝
vs 金ケ崎②-１勝（２位通過）
決勝トーナメント準決勝 vs 江刺一１-②負
第３代表決定戦 vs 衣川０-②負 第３位★
個人戦：シングルス 第２位 松戸柊羽★
ベスト８ 及川大和

【バドミントン女子】
団体：予選 vs 水沢南０-③負
vs 金ケ崎０-③負 vs 前沢②-1 勝（３位通過）
決勝トーナメント１回戦 vs 東水沢０-③負
第 5 代表決定戦 vs 水沢②-０勝 第５位★
個人戦：シングルス ベスト８ 菊地はな
ダブルス ベスト８ 岩渕紗英・齋藤花凜組
菅原陽菜・高橋優苺組
【ソフトテニス男子】
団体戦：予選 vs 東水沢②-１勝 vs 水沢０-③負
vs 江刺東③-０勝（２位通過）
決勝トーナメント準決勝 vs 前沢０-②負
３位決定戦 vs 水沢②-１勝 第３位★
【ソフトテニス女子】
団体戦：予選 vs 前沢③-０勝
vs 金ケ崎③-０勝（1 位通過）
決勝トーナメント準決勝 vs 水沢南②-０勝
ベ
ス
決勝 vs 東水沢②-０ 第１位★
ト
個人戦：第１位 阿部優未・佐藤ちさと組★
4
第２位 佐藤光・小野寺まゆ香組★
独
占
第３位 千田ひなた・八島結菜組★
！
第３位 渡邉夏姫・千田望羽組★

【柔道】
個人戦：男子 90 ㎏級 第 1 位 佐々木嵐★
来年の地区中総体までは、約 9 ヶ月間の時間があ
ります。この時間は誰にでも平等ですが、意識や行
動でその重みはかなり違ったものになっていきます。
勝負事である限り必ず勝敗がつくわけですが、
「勝っ
ておごらず、負けから学び、さらなる高みを目指す。
」
ことが大切です。保護者の皆様と午後から駆けつけ
た 3 年生の応援にはたくさんのパワーをいただきま
した。二日間、熱い応援ありがとうございました。

日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

曜
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月

15 火
16 水
17 木
18 金

行事等
SB
衣替え 全校朝会
16:50
2 年県学調 3 年学習整理テスト 16:50
16:50
英語検定(3 年生全員受験)
16:50
英語検定(1,2 年受験者)
文化祭取り組み開始
視写 2B 保育実習
県新人壮行式
口座引落し日 心臓検診 2 次
復興教育の日
3 年親子レク ソフトテニス県新人戦

16:50
16:50
16:50
16:50
16:50

体育の日
※女子バレーボール､男女
バドミントン、男女卓球、柔
道は 11 月 16､17 日の後
期日程（男女剣道のみ 15，
16 日）となります。
★卓球は地元開催です。

19 土 県新人戦（前期）
20 日
文化祭作品完成日
21 月

16:50
17:50
16:50
17:50
16:50
17:50
16:50
17:50

16:50
17:50

22 火 天皇即位に関わる祝日
文化祭リハーサル 16:50
23 水
17:50
会場設営
16:50
24 木
17:50
25 金 文化祭準備 ※弁当
16:00
26 土 胆沢プライド文化祭 ※弁当
17:00
27 日
28 月 振替休日
29 火 生徒会役員選挙公示
16:50
30 水 スクラップ 2A 保育実習
16:50
31 木 胆沢小中音楽会
16:50
明日の講演会､よろしくお願いします
スマホ等の過剰使用が招く様々な心の問題に
ついて、未来の風せいわ病院の智田文徳
先生よりご講演をいただきます。

