
Ⅰ 学校沿革のあらまし 昭．５９．１２． ９
女子バスケットボール新人県大会優勝

昭．５９．１２．１５
昭．４６． ３．２３ 財団法人山形庶民佐久間基金よりブラスバンド
校地市公共用地として取得 楽器が寄贈なる

昭．５２． ８． １ 昭．６０． ２．２２
校舎建設に着工 交通安全協会より、交通安全の組織づくりと交

昭．５４． ２ 通事故防止に努力していることで表彰される
旧山形一中、東沢中より移転作業 昭．６０． ７．２０～２１

昭．５４． ４． １ 県中学校総合体育大会 優 勝 水泳女子総合
初代校長 佐竹好三 着任 昭．６０． ７．２６～２８
校章・校歌制定、校旗樹立 県中学校陸上競技大会 第２位 男女総合

昭．５４． ４．１０ 昭．６０． ８． ６～８
開校式挙行 東北中学校水泳大会（岩手県）

昭．５４． ５． ３ 優 勝 ２００ｍ自由形田中綾
ＰＴＡ設立 準優勝 女子４００ｍＲ

昭．５４． ６ 第３位 ４００ｍ自由形田中綾・女子総合
グランド、プール完成 昭．６０． ８． ９～１１

昭．５４． ９．２９ 東北中学校陸上大会（宮城県）
校舎落成式挙行 優 勝 低学年女子Ｒ

昭．５５． ４． １ 第３位 男子２００ｍ 中川豊
第２代校長 村越拓功 着任 １年女子１００ｍ 齋藤恵美子

昭．５５． ５． ２ 昭．６０． ９．１５
野球バックネット、国旗掲揚塔完成 県中学校陸上競技選手権大会

昭．５６． ７．２５ 優 勝 女子１００ｍ 齋藤恵美子
「あたらしい一中のうた」を発表 女子４００ｍＲ

昭．５６．１０．２０ 昭．６０． ９．２８
給食優良校として文部大臣表彰をうける 県少年弁論大会優勝横尾登茂美

昭．５６．１１．１１ 昭．６０．１０．２７
機器利用英語教育公開研究発表会 県中学校新人剣道大会 優 勝 女子団体

昭．５６．１２． ５ 昭．６０．１１． ２
中国吉林市友好訪日団来校 ジュニアオリンピック陸上競技選手権大会

昭．５７． ４．２７ 第６位 Ｃクラス女子４００ｍＲ
スワンヒル市使節団来校 昭．６０．１１．１０

昭．５７． ５． ９ 県中学校新人各種大会
上山市青年会議所杯野球大会に３連覇 優 勝 サッカー・男子バドミントン

昭．５７． ８． ９ 女子バスケットボール
サッカー県大会に１０年連続出場 昭．６０．１１．１４

昭．５７．１０． ８ 全国保健体育優良校受賞（鹿児島県）
研特殊教育研究大会公開授業 昭．６１． ７．２４～２６

昭．５７．１０．１３ 県中学校総合体育大会
県教委より健康優良学校最優秀賞受賞 優 勝 サッカー・男子バドミントン

昭．５７．１０．２１ 女子バドミントン
全国技家研究大会公開授業、研究発表 昭．６１． ７．２４～２９

昭．５７．１１． ７ 県中学校陸上大会
「花と緑のコンクール」で特別賞受賞 優 勝 女子総合・女子低学年４００ｍＲ

昭．５８． ３．３１ 女子走幅跳
実践記録「一中の記録」を発刊 昭．６１． ８． ７～９

昭．５８． ４． １ 東北中学校陸上競技大会
第３代校長 板垣貞英 着任 優 勝 女子低学年４００ｍＲ（大会新）

昭．５８． ７．２０ 昭．６１． ８． ６～８
夜間照明施設工事完成 東北中学校バドミントン大会

昭．５９． ２．２７ 第３位 男子団体
一中学区小中学校教育協議会開催 昭．６１． ８． ９～１０

昭．５９． ５．２０ 東北中学校ラグビー大会 優秀校
サッカーシューティングボード完成 昭．６１． ８

昭．５９． ６．２９ 全国陸上競技大会出場
Ｅ．Ｃ代表団モニカレンケ（西ドイツ主婦） 昭．６１．１０
学校訪問 ジュニアオリンピック陸上競技選手権大会

昭．５９． ８． ７～９ 第８位 女子１００ｍ 原恵利子
陸上、水泳東北大会（福島県）に出場 女子４００ｍＲ(50秒55)県中新記録

昭．５９． ８．２０～２４ 黒木、原、池田、齋藤
水泳全国大会（鳥取県）に出場 昭．６１．１１． ８

昭．５９． ９．２９ 英語弁論大会 県大会 優 勝
県少年弁論大会優勝松田佐世子 全国大会 １３位 古川智也

昭．５９．１０．１９ 昭．６２． ７．３０
東北国語研究大会を本校会場で行う 県中学校陸上競技大会

昭．５９．１１．１７ 優 勝 女子総合、女子１００ｍ 原
「花と緑のコンクール」で特別賞受賞 女子４００ｍＲ栂瀬､伊藤､原､齋藤



昭．６２． ８．１１ 平． ３． ８． ８
東北中学校陸上大会 東北中学校剣道大会優勝林知香
優 勝 女子総合 平． ３． ９．１６

女子４００ｍＲ(49秒8)大会新 県中学校女子駅伝大会
栂瀬、原、齋藤、伊藤 優 勝 亀井、山川、吉田、那須、堀江
女子１００ｍ(12秒5)原 平． ３．１１．１７

昭．６２．１０．１８ 県中学校新人各種大会
ジュニアオリンピック陸上競技選手権大会 優 勝 男子バドミントン団体
優 勝 女子４００ｍＲ(48秒87)大会新 男子剣道（南ブロック大会）
村山、伊藤、原、齋藤 平． ４． ６．２１

昭．６２．１１．１５ 市中体連陸上競技大会 優 勝 男女総合
県中学校新人大会 平． ４． ８． １
優 勝 （３年連続）男子バドミントン団体 県吹奏楽コンクールＢクラス銀賞

昭．６２．１１．２１ 平． ４． ８． ５
全国英語弁論大会出場島貫敏恵 東北中学校剣道大会 優 勝 阿部佐知子

昭．６３． １．２９ 平． ４．１０． ４
市健康優良学校として最優秀賞受賞 べにばな国体式典演技２年男女参加

昭．６３． ７．２７～２９ 平． ５． ４． １
県中学校総合体育大会 第５代校長 高橋達雄 着任
優 勝 男子バドミントン 平． ５． ７．２４

バドミントン男子ダブルス 県中学校総合体育大会
小松・齋藤 優 勝 男子バドミントン団体

昭．６３． ７．２７～２９ 平． ５． ７．２８
県中学校陸上競技大会 県中学校陸上競技大会
優 勝 （３年連続）女子総合 優 勝 ８００ｍＲ小川、大山、古川、佐藤
準優勝 男女総合 １１０ｍＨ 古川秀樹

昭．６３．１１．１９ 平． ５． ８． ９～１０
生命保健文化センター主催全国作文コンクール 東北中学校陸上競技大会
生命保健文化センター賞高橋希 第５位 １１０ｍＨ 古川秀樹

平． 元． ３． ７ 全国大会出場（８．１９ 兵庫県）
体育館２階アリーナ完成 平． ５． ８．１３

平． 元． ３．１７ 県吹奏楽コンクール Ｂクラス 銀賞
１０周年記念事業「希望の鐘」の塔の開希式 平． ５． ９．２２

平． 元． ４． １ 山形市教育委員会委嘱公開研究会発表会
第４代校長 石垣克之 着任 平． ５．１１．１０

平． 元． ７．２２～２４ 市理科研究発表会教育長賞大場倫子
県中学校総合体育大会 平． ６． ２． ７
優 勝 １００ｍ自由形奥村祥 国際ジュニアデザインコンペティション

平． 元． ７．２６～２８ 日本グラフィックデザイナー賞 伊藤紫
県中学校陸上競技大会 平． ６． ８．１１
優 勝 女子低学年４００ｍＲ 県吹奏楽コンクール Ｂクラス 銀賞

男子８００ｍ 根本昌幸 平． ６． ９．２１
平． 元． ８． ８～１０ ＦＦ暖房工事完成
東北中学校陸上競技大会 平． ６．１０．１６
第３位 ８００ｍ 根本昌幸 県中学校新人各種大会 優 勝 サッカー

全国大会出場（８．１９ 島根県） 平． ６．１０．３１
平． 元．１１． 4 全国教育美術展特選 齋藤光太郎
創立１０周年記念式典及び記念講演 平． ６．１１．２３

平． 元．１２．１６ 全国小中作文コンクール 詩 中学校の部
創立１０周年記念誌を発刊 入選 読売新聞社賞 大山恭広

平． ２． １． ３～５ 平． ７． ７．２６
東日本ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ中学生ラグビー大会出場 山形市社会福祉協議会顕彰

平． ２． ７．２１ 平． ７． ８．２１
県中学校総合体育大会 夏季講演会井上静子氏
優 勝 柔道56kg以下級 川田桜子 平． ７． ９．１５

平． ３． ３．１７ 県中学校男子駅伝大会 第８位
柔剣道場完成 平． ７．１０． ７

平． ３． ４． １ 市中学校新人体育大会
山形市教育委員会委嘱研究 優 勝 男子ソフトテニス
「個性を生かし、確かな学力をつける 女子バスケットボール
指導法の工夫」 平． ７．１０．２１

平． ３． ５．１１ 芋煮会・奉仕活動
柔剣道場落成式 平． ８． １．１６

平． ３． ６．２３ 進路講演会佐々木悦氏－１５才の応援歌－
市中学校陸上競技大会 男女総合優勝 平． ８． １．２６

平． ３． ７．２３ 市学校保健大会 優秀校 受賞
県中学校陸上競技大会 平． ８． １．２７
優 勝 女子三種Ａ 鈴木麻里 文庫による読書感想文コンクール 全国大会

女子低学年400R 全日中校長会長賞 大場倫子
渋谷､後藤､荒木､山本



平． ８． ２．２７ 平．１０．１１．１２
ＪＲＣ加盟式 全国中学校文芸作品・歌曲創作コンクール

平． ８． ４． １ 第１位 栗原宏美
第６代校長 小関靜男 着任 平．１０．１１．２８

平． ８． ７．１９～２２ ＹＢＣ読書感想文コンクール学校賞
県中学校総合体育大会 同特選 沖田義之 黒木奈那絵
優 勝 女子バスケットボール 平．１０．１２．２２～２３

平． ８． ８． ８～９ 全国中学校駅伝競走大会(滋賀県)２９位男子
東北中学校バスケットボール大会 平．１１． ４．１８
準優勝 女子全国大会出場 市中学校駅伝競走大会 優 勝 男子

平． ８． ９．１１ 佐藤(崇)、佐藤(拓)、滝口、鈴木、山鹿、石澤
「宇宙の日」記念講演会 平．１１． ７．２３～２５

平． ８． ９．２６ 県中学校総合体育大会
市教委計画訪問 優 勝 男子バドミントン

平． ８．１０．２０ 平．１１． ８． ８～１０
県中学校新人各種大会 東北中学校バドミントン大会
優 勝 女子バスケットボール 第３位 男子バドミントン

平． ８．１１．１６ 平．１１． ８．２２～２５
ＹＢＣ読書感想文コンクール 学校賞 全国中学校バドミントン大会

同 特選 藤野祥子 加藤伊久美 ベスト１６ 男子バドミントン
平． ９． ７．１７ 平．１１． ９． ７
保護者講演会 国際高齢者１９９９作文コンクール
「子どもの発達と親のあり方」広瀬公聖氏 県債優秀賞 原樹代子

平． ９． ７．１９～２１ 平．１１．１０．２４
県中学校総合体育大会 県中学校新人体育大会
優 勝 男子バドミントン 優 勝 男子バドミントン

女子バスケットボール 優 勝 サッカー
平． ９． ８． ６～８ 平．１１．１０．３０
東北中学校バスケットボール大会 創立２０周年記念式典
優 勝 女子バスケットボール 記念講演「ダニエル・カールのふるさと

平． ９． ８． ８～１０ ヤマガタ自慢」ダニエル・カール氏
東北中学校バドミントン大会 創立２０周年時計塔除幕式
第３位 男子バドミントン 創立２０周年記念祝賀会

平． ９． ８．２０～２３ 平．１１．１１． ５
全国中学校バスケットボール大会 市健康推進学校優良校
準優勝 女子バスケットボール 県よい歯の学校優良校

平． ９．１１．１５ 平．１１．１１．
ＹＢＣ読書感想文コンクール学校賞 ＹＢＣ読書感想文コンクール学校賞
同特選松木わかな 同特選

平． ９．１１．１５ 平．１２． ４． １
東北電力中学校作文コンクール 第８代校長 山川勇一 着任
優秀賞 山川奈緒子 平．１２． ６． ６

平． ９．１１．２９ 「小さな親切」実行賞
県作曲コンクール学校賞 平．１２． ７．２１～２４

平．１０． １．２４ 県中学校総合体育大会
読売新聞全国作文コンクール 優 勝 男子バドミントン

全国入賞 山川典子 平．１２．１０．２０
平．１０． ４． 1 社会を明るくする運動標語コンテスト
第７代校長 佐藤尚宏 着任 県最優秀 會田祥子

平．１０． ４．１９ 平．１２．１１． １
市中学校駅伝競走大会 優 勝 男子 創立２１周年記念式典

平．１０． ５．２３ 卒業生講話阿部光伸氏（ポテト代表取締役）
日本善行会青少年善行表彰善行賞 平．１３． ６． ６

平．１０． ５．２５ 山形市を美しくする運動学校表彰
県「小さな親切」運動実行賞 平．１３． ７．２０～２３

平．１０． ７．２２ 県中学校総合体育大会
保護者講演会 第２位 男子バドミントン
「明日をみつめて今日をひたすらに」 第２位 サッカー
鈴木浩禅氏 優 勝 女子バドミントンシングルス

平．１０． ７．２４～２６ 梅本理紗
県中学校総合体育大会 平．１３． ７．２９～３１
優 勝 男子バドミントン 全日本吹奏楽コンクール 山形県大会 金賞

平．１０． ９．１５ 平．１３． ８． １～３
県中学校駅伝競争大会 優 勝 男子 東北中学校サッカー大会 第２位
佐藤、滝口、島田、富樫(保)、富樫(奨)、安藤 平．１３． ８．１１

平．１０．１１． １ 山形一中５０周年同窓会
東北中学校駅伝競走大会 第６位 男子 平．１３． ９．２８

平．１０．１１． ２ 県英語弁論大会 優 勝 齋藤友理絵
文化講演会 第２位 神保和弘
「『若い翼』に寄せて」きくよしひろ氏



平．１３．１０．１３ 奨励賞 福島良介
家族と絆を考えるエッセイコンクール 平．１５．
全国特別賞 山路一哉 全国小・中学校作文コンクール

平．１３．１０．２１ 山形県 入賞 伊藤奏子
県中学校新人体育大会 平．１５．
優 勝 男子バドミントン 国民文化祭・やまがた２００３現代詩大会

平．１３．１０．３１ 山形県教育委員会教育長賞 岩渕麻衣
創立２２周年記念教育講演会 平．１６． １．２３
「生きること、愛すること」大石邦子氏 山形県読書感想画コンクール

平．１３．１１． １ 最優秀 栗原知宏
創立２２周年記念式典 平．１６． ２．２５

平．１３．１１． ４ 読書感想画中央コンクール中学の部
ＹＢＣ読書感想文コンクール学校賞 奨励賞 栗原知宏

同特選 黒沼理絵 平．１６． ７．２３～２５
平．１３．１１．１６ 県中学校総合体育大会
市健康推進学校優秀校 第２位 女子バスケットボール

平．１３．１１．１７ 第３位 ソフトボール
高円宮杯英語弁論全国大会 第９位 齋藤友理恵 女子バドミントン

平．１４． ７．１９～２１ 平．１６． ９．１２
県中学校総合体育大会 県中学校駅伝大会
優 勝 女子バスケットボール 第６位 女子駅伝部
第２位 男子バドミントン （東北中学校駅伝大会出場）

平．１４． ８． ２ 平．１６． ９．２２
全日本吹奏楽コンクール 山形県大会 銀賞 県英語弁論大会大会

平．１４． ８． ４～６ 第１位（暗唱の部） 安藤稔己
東北中学校バドミントン大会 第２位（スピーチの部） 鈴木杏
第３位 男子バドミントン 平．１６．１１．２５～２７
第２位 男子バドミントンダブルス 高円宮杯英語弁論全国大会（４年連続）

神保宏太、村上晃路 決勝大会出場 安藤稔己
平．１４． ９．２６ 平．１７． ４． １
県英語弁論大会 第２位 平本佑美 第１０代校長後藤恒裕着任

（全国大会出場） 平．１７． ７．２２～２５
平．１４．１０．１９ 県中学校総合体育大会
県中学校新人野球大会（南ブロック） 優勝 優 勝 女子バスケットボール

平．１４．１０．１９ 第２位 1年男子100ｍ 横川友亮
県中学校新人バドミントン大会 第２位 女子走り幅跳び中村咲季
第２位 女子バドミントンシングルス 第３位 新体操競技フープ佐藤友香

高橋由貴 平．１７．１０．２２
第３位 男子バドミントンダブルス 県中学校新人ソフトボール大会

安藤亨、佐藤信吾 優 勝 ソフトボール
平．１４．１０．２２ 平．１７．１０．１５
山形市教委委嘱公開授業研究会 県中学校新人バスケットボール大会

平．１４．１１．１７ 優 勝 女子バスケットボール
県中学校新人バスケットボール大会 平．１７． １．２３
優 勝 女子バスケットボール 県中学校選抜バスケットボール大会

平．１５． ４． １ 優 勝 女子バスケットボール
第９代校長 佐竹紘 着任 平．１７． ４．１３

平．１５． ７．１９～２１ 創意工夫育成功労校文部科学大臣賞
県中学校総合体育大会 平．１７． ７．３０
優 勝 女子バスケットボール 県吹奏楽コンクール銀賞
第２位 女子ソフトボール 平．１７．１１．３

平．１５． ９．２１ 県税の作文コンクール
東北中学校ラグビーフットボール大会 山形税務署長賞 吉野庫之介
優 勝 ラグビー 平．１７．１１．１７

平．１５．１１． ８ 平成１７年度山形県健康推進学校最優秀
県中学校新人バスケットボール大会 平．１８． ８．１０
優 勝 女子バスケットボール 東北中学校総合体育大会

平．１５． ８．３０ 第３位 女子バスケットボール
第４５回山形県こども絵画展 第２位 女子共通走り幅跳び 中村咲季
県展賞 栗原知宏 平．１８． ７．２１～２４

平．１５． ９．２５ 県中学校総合体育大会
県中学校英語弁論大会 優 勝 女子バスケットボール
優 勝 （暗唱の部） 駒沢美里 第１位 女子共通走り幅跳び 中村咲季
第２位 （ｽﾋﾟｰﾁの部） 原田紗羽子 第１位 男子２００m平泳ぎ 富澤亮平

（全国大会出場決勝大会進出） 第２位 女子２００m自由形 山中さゆり
平．１５．１０． 第３位 男子１００m平泳ぎ 富澤亮平
東北六県中学校英語暗唱大会 平．１８． ８．
優 勝 駒沢美里 東北中学校総合体育大会

平．１５．１２． ４ 第３位 女子バスケットボール
全国中学生人権作文コンクール 第２位 女子共通走り幅跳び 中村咲季



平．１８．１０．２１ 県新人決勝大会
県中学校新人女子バドミントン大会 第２位 女子バドミントン団体
第３位 女子バドミントン 第１位 男子柔道９０ｋｇ超級 大江一磨

平．１８．１０．２１ 平．２０．８．２
県中学校新人柔道大会 全日本吹奏楽コンクール山形県大会金賞小編成
第３位 ９０kg超級 辻雄太 平．２０．８

平．１８． ９．２２ 東北青少年音楽コンクール
県中学校英語弁論大会 審査委員長賞・銀 賞 中村縁
第２位（ｽﾋﾟｰﾁの部） 榎森浩康 平．２０．８

平．１８．１１．２５～２７ 全日本学生児童発明工夫展
高円宮杯英語弁論全国大会 奨励賞 張﨑正成
優秀賞（ｽﾋﾟｰﾁの部） 榎森浩康 平．２１．７．２４～２６

平．１９． ８． 県中学校総合体育大会
第２７回全国中学生アーチェリー大会 第１位 男子柔道９０ｋｇ超級 大江一磨
優 勝 齋藤明葉 第３位 陸上男子１１０ＭＨ 安藤達志

平．１９． ７．２３ 第３位 水泳競技女子学校対抗
県中学校総合体育大会 第１位 女子４００ｍフリーリレー
第２位 水泳男子学校対抗 第３位 女子４００ｍメドレーリレー
第３位 卓球女子団体 第１位 １００ｍバタフライ 横川朝咲
第３位 陸上男子２００ｍ 横川友亮 第１位 ２００ｍバタフライ 横川朝咲
第２位 男子２００ｍＭＲ 坂上遼馬 平．２１．８．１

五十鈴川駿 井幡雅文 富澤亮平 銅 賞 全日本吹奏楽コンクール山形県大会
第３位 男子４００ｍＲ 坂上遼馬 平．２１．８

五十鈴川駿 井幡雅文 佐藤友治 東北中体連水泳大会
第１位 男子１００ｍ 平富澤亮平 第３位 女子１００ｍバタフライ 横川朝咲
第１位 男子２００ｍ 平富澤亮平 第３位 女子２００ｍバタフライ 横川朝咲
第２位 男子２００ｍ 平鈴木純平 平．２１．９

平．１９．８ 努力賞 山形県少年主張大会 大風望
東北ラグビーフットボール大会準優勝 平．２１．１０

平．１９．１０ 県中学校新人体育大会（決勝大会）
準優勝男子バスケットボール 第１位 サッカー競技
第２位 柔道男子９０㎏超級 辻雄太 第３位 バスケット競技女子

平．１９．８ 第１位 男子柔道９０ｋｇ超級 大江一磨
全日本吹奏楽コンクール山形県大会 平．２１．１２
金賞吹奏楽部 市長褒賞 Ｔシャツ背文コンテスト 小松咲永

平．１９．８ 平．２２．７．
高円宮杯第５９回全日本英語弁論大会 県中学校総合体育大会
県大会第２位 太田菜月 第３位 サッカー

平．１９．８ 第２位 男子柔道９０ｋｇ超級 大江一磨
第４６回山形県少年の主張大会 第２位 女子２００ｍバタフライ 横川朝咲
優秀賞 高橋栞里 第３位 女子１００ｍバタフライ 横川朝咲

平．１９．８ 第４位 男子５０ｍ自由形 新關達也
中学校作文コンクール 第６位 男子１００ｍ自由形 新關達也
地方別生命保険文化センター賞 第６位 女子４００ｍメドレーリレー
一 等 沖津咲代 第６位 女子４００ｍ フリーリレー

平．１９．１２ 第６位 女子８００ｍ自由形 佐藤直子
読書感想画山形県コンクール 第６位 女子共通２００ｍ 江口夏実
最優秀賞 土田琴星 第６位 女子共通走高跳 浅田晴香

平．２０．４．１ 平．２２．８
第１１代校長 海老名陽一 着任 東北中学校総合体育大会

平．２０．８．２０ 第２位 女子１００ｍバタフライ 横川朝咲
県中学校総合体育大会 第３位 女子２００ｍバタフライ 横川朝咲
第３位 男子バスケットボール 第５位 水泳女子総合
第３位 女子バスケットボール 第５位 男子柔道９０ｋｇ超級 大江一磨
第３位 水泳競技女子学校対抗 平．２２．８
第１位 女子２００ｍバタフライ 横川朝咲 銀 賞 全日本吹奏楽コンクール山形県大会
第２位 女子４００ｍ自由形 横川朝咲 平．２２．１１
第２位 男子１００ｍ自由形 五十鈴川駿 県中学校新人体育大会（南ブロック大会）
第２位 男子５０ｍ自由形 五十鈴川駿 第２位 男子ソフトテニス

男子柔道競技９０ｋｇ超級 辻雄太 第２位 女子卓球
平．２０．８ 第３位 男子柔道５０ｋｇ超級 佐々木峻史
東北中体連水泳大会 県中学校新人体育大会（決勝大会）
第１位 女子２００ｍバタフライ 横川朝咲 第３位 男子ソフトテニス
第２位 女子４００ｍ自由形 横川朝咲 平．２２．１２

平．２０．１０．１８ 日本学生科学賞読売新聞社賞市長褒賞
県新人南ブロック大会 二年選択理科
第１位 女子バスケットボール 平．２３．１
第３位 女子卓球団体 県中学校スキー大会
第１位 男子柔道９０ｋｇ超級 大江一磨 第２位 男子大回転 佐藤慎太郎
第２位 男子柔道６６ｋｇ級 荒井幸生 第３位 男子回転 佐藤慎太郎



東北中学校スキー大会 平．２4．１２
第１位 男子回転 佐藤慎太 ＪＩＣＡ 国際協力エッセイコンテスト

全国中学校スキー大会 全国国際協力特別賞 今野澄香
第７位 男子回転 佐藤慎太郎 県青年海外協力協会長賞 酒井萌花

平．２３．４．１ 平．２５．７
第１２代校長 菊地和郎 着任 県中学校総合体育大会

平．２３．７ 第３位 男子ソフトテニス団体
銀 賞 全日本吹奏楽コンクール山形県大会 第６位 女子４００ｍメドレーリレー

平．２３．８ 第５位 女子１００ｍバタフライ 中井川耀
県中学校総合体育大会 第３位 女子１００ハードル走 鞠子えり
第３位 水泳女子総合 第５位 陸上男子８００ｍ 島貫耕太朗
第３位 男子ソフトテニス団体 第６位 陸上男子１年１００ｍ 丸子聖矢
優 勝 柔道５０ｋｇ 佐々木峻史 平．２５．９
第２位 ４００ｍメドレーＲ 北海道東北中学校ラグビーフットボール大会
第３位 ４００ｍフリーＲ 第２位
第３位 男子ソフトテニス大内展 平．２５．９

細川陽生 県中学校駅伝競走大会 第６位
第３位 女子共通走り高 浅田晴香 平．２５．１０

平．２３．９ 東日本中学校グビーフットボール大会 第３位
優 勝 山形県英語弁論大会 五十嵐佳帆 平．２５．１０

平．２３．９ 県中学校新人体育大会（決勝大会）
北海道東北中学校ラグビーフットボール大会 第２位 剣道男子団体
第３位 第３位 卓球男子団体

平．２３．１０ 第２位 剣道男子個人 奥村勇太
東日本中学校グビーフットボール大会 第２位 陸上男子１年１００ｍ 丸子聖矢
優 勝 全国大会出場 第３位 剣道女子個人 柏倉風香

平．２３．１２ 第３位 柔道男子６６㎏級 平沢皆人
県中学校スピードスケート大会 平．２５．１０
優 勝 ５００ｍ 結城拓海 県発明工夫展
第３位 １０００ｍ 結城拓海 日本便利士会会長奨励賞 小島悠雅

平．２４．１ ＮＨＫ杯中学校放送コンテスト山形県大会
県中学校総合体育大会 優 秀 後藤翔太
第２位 男子大回転 佐藤慎太郎 鈴木彩水
第３位 男子回転 佐藤慎太郎 平．２５．１２

平．２４．１ 山形年金ポスターコンクール
東北中学校体育大会 優 秀 星川由佳
第２位 男子大回転 佐藤慎太郎 ＹＢＣ読書感想「本の森たんけん」

平．２４．４．１ 特 選 長岡茉紘
第１３代校長 田中隆史 着任 東北電力作文コンクール

平．２４．７ 秀 賞 粕谷亜衣
県中学校総合体育大会 愛鳥週間ポスターコンクール
第５位 女子４００ｍメドレーリレー 環境省東北環境事務所長賞 酒井萌花
第３位 女子２００ｍ平泳 後藤里奈 全国教育美術展 県特選 長岡汰伸
第４位 女子１００ｍ平泳 後藤里奈 ＪＡ共済交通安全ポスターコンクール
第５位 女子５０ｍ自由形 佐藤亜美 ＪＡ共済連会長賞 銀 賞 斯波良太

平．２４．９ 平．２６．１
北海道東北中学校ラグビーフットボール大会 職員来賓玄関オートロック工事
第３位 平．２６．９

平．２４．１０ 県中学校駅伝競走大会準優勝
東日本中学校グビーフットボール大会 （１６年ぶりの東北大会出場）
第3位 平．２６．１０

平．２４．１０ 山形市教育委員会委嘱公開研究会
ＮＨＫ杯中学校放送コンテスト山形県大会 平．２７．４
優 秀 石塚光里 第１４第校長 吉田勝彦 着任

平．２4．１２ 平．２７．７
県中学校スピードスケート大会 県中学校総合体育大会
第２位 ５００ｍ 結城拓海 第２位 卓球女子団体
第３位 １０００ｍ 結城拓海 平．２７．９

平．２4．１２ グランド改修工事
全日本ジュニアトランポリン選手権大会 平．２７．１０
第２位 三浦雪乃 被爆ピアノコンサート（一中いのちの日）

平．２4．１２ 平．２８．２
山形年金ポスターコンクール 日課変更により、８時１５分の登校になる
優 秀 菊地愛 柔道場吊り天井撤去工事

平．２4．１２
山形県明るい選挙啓発ポスターコンクール
特 選 藤原望織
特 選 酒井萌花

平．２4．１２
全国教育美術展特選佐藤雄一郎


