個人戦
ダブルス ＜優勝＞ 蘇武・大窪 ＜ベスト８＞ 浅野目・三塚 / 大友・鈴木
＜３回戦進出＞氏家・遠山 ＜２回戦進出＞ 中田・喜藤
バドミントン シングルス＜優勝＞蘇武 ＜ベスト８＞ 三塚 ＜４回戦進出＞浅野目
＜３回戦進出＞ 氏家 / 大窪
（男子）
団体戦
＜優勝＞ 古高 ３－１ 黒川
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陸上競技
（男子）
（女子）

個人戦
ダブルス
（女子）

テニス
（男子）

（女子）

卓球
（男子）

（女子）

バスケット
ボール
（男子）

＜ベスト８＞伊藤・戸部
＜３回戦進出＞日野・新田 / 櫻井・佐々木 /深見・佐々木
シングルス ＜優勝＞深見和佳 ＜ベスト８＞ 佐々木
＜４回戦進出＞ 日野 / 櫻井 / 新田 ＜３回戦進出＞ 伊藤
団体戦
＜１回戦＞ 古高 ３－１ 古川学園
＜２回戦＞ 古高 １－３ 黒川
個人戦 ＜優勝＞千坂・伊藤組
＜準決勝＞鵜殿・今野組/大槻・竹形組（第３位）
＜敗者復活戦＞湯澤・小泉組（県大会出場）
団体戦 ＜準々決勝＞ 古川B ２－０ 涌谷B 古川A ２－０ 古川学園
＜準決勝＞ 古川B ０－２ 古川工A 古川A １－２ 小牛田農
個人戦 ＜予選リーグ１位＞菅原・伊藤組（県大会出場）
邊見・小田嶋組（枠外県大会出場）
学校対抗 第３位（県大会出場）
＜予選リーグ＞ 古川 ３－０ 中新田
古川 ３－０ 小牛田農林 / 古川 ３－０ 加美農業
＜決勝リーグ＞ 古川 １－３ 古川工業
古川 ０－３ 古川学園
シングルス ＜ベスト１６＞ 佐々木 / 佐藤
＜４回戦＞ 高橋 / 吉田 / 鈴木 （以上５名 県大会出場）
＜３回戦＞ 佐藤・佐藤
学校対抗 第４位（県大会出場）
ダブルス ＜第３位＞庄司・白砂組
＜３回戦＞石ヶ森・河原組
シングルス＜ベスト８＞庄司（県大会出場）
＜ベスト１６＞石ヶ森 / 白砂（県大会出場）
＜県代表決定戦出場＞河原（代表権獲得）
１次リーグＢブロック
(ブロック1位) 古川 ８８－６８ 古川黎明 / 古川 １８０－３７ 南郷
＜準決勝＞ 古川 ７９－１０８ 古川学園
＜３位決定戦＞ 古川 １０４－７８ 小牛田農林
(地区３位 県大会出場)

予選リーグＢブロック
古川 ９７－２５ 鹿島台商業 / 古川 ２１３－０ 大崎中央
＜決勝リーグ＞ 古川 ６０－７０ 古川黎明
古川 ６０－６７小牛田農林 (地区３位 県大会出場)
＜第１回戦＞ 古川 １２-１１ 古川学園
＜第２回戦＞ 古川 ６-５ 富谷
ハンドボール
＜第３回戦＞ 古川 １１-１５ 古川工業
＜順位決定戦＞ 古川 ７-１６ 古川工業 (第２位)
＜予選リーグ＞ ２勝１敗１分／Ａブロック２位
①古川 1 －８ 古川工業 ②古川 ５－２ 岩出山
サッカー
③古川 ３－２ 黒川
④古川 ２－２ 鹿島台
＜順位決定リーグ＞ ２勝／大崎地区第３位 (県大会出場)
①古川 ３－２ 小牛田農林 ②古川 ５－０ 古川黎明
◎秋季地区大会
野球
＜1回戦＞ 8月20日 古川 ４－８ 富谷
＜敗者復活戦＞ 8月28日 古川 ３－４ 築館（延長11回）
（女子）

バドミントン
（男子）
（女子）

準決勝進出以上
＜1500ｍ＞八巻 決勝１８位
＜走高跳＞ 今野 １０位

＜5000ｍ＞八巻 決勝１３位

準決勝進出以上
＜400ｍ＞ 奥山 準決勝３位
＜400ｍH＞ 奥山 決勝５位 (東北大会出場) / 山城 準決勝 ６位
＜2000ｍSC＞ 小林 決勝１０位
＜1600ｍR＞ 山城・奥山・白鳥・小出 準決勝５位
個人戦 ダブルス＜３回戦進出＞ 蘇武・大窪
シングルス＜４回戦進出＞ 蘇武 (ベスト３２)
団体戦 ＜２回戦＞ 古高 － 仙台青陵
個人戦 ダブルス＜２回戦＞ 櫻井・佐々木組 / 深見・佐々木組
団体戦 ＜２回戦＞ 古高 ０－３ 佐沼

ソフトテニス
（男子）

個人戦 ＜３回戦＞佐々木・喜藤組（ベスト３２）
＜４回戦＞千坂・伊藤組（ベスト１６）
団体戦 ＜１回戦＞ 古川 ２－１ 迫桜
＜２回戦＞古川 ２－１ 佐沼
＜３回戦＞ 古川 ２－０ 仙台東 ＜準々決勝＞古川 ２－１ 石巻北
＜準決勝＞古川 ０－２ ウルスラ （第３位）

（女子）

個人戦 ＜３回戦＞ 菅原・伊藤(日)組 / 邊見・小田嶋組 (ベスト３２）
団体戦 ＜４回戦＞ 古高 ０－２ 築館（ベスト８）

卓球
（男子）

学校対抗 ＜１回戦＞ 古川 ３－０ 石巻北
＜２回戦＞ 古川 ３－２ 仙台
＜３回戦＞ 古川 ３－１ 仙台工
＜４回戦＞ 古川 １－３ 東北学院(ベスト8)
個人戦 シングルス ＜３回戦＞ 吉田

（女子）

学校対抗＜２回戦＞ 古川 ３－０ 仙台青陵
＜３回戦＞ 古川 ０－３ ウルスラ（ベスト１６）
個人戦 ＜３回戦＞ 庄司 / 石ヶ森（ベスト６４）

剣道
（男子）

団体予選リーグ
古川１－０東北 / 古川１－１名取北 (１位通過)
決勝トーナメント 古川３－０仙台城南 / 古川０－４仙台育英 (ベスト８)
個人 豊田(ベスト１６)

（女子）

団体予選リーグ
古川 ４－０ 宮城学院 / 古川 ２－１ 仙台 (1位通過)
決勝トーナメント 古川 １－１ 利府 / 古川 ０－４ 柴田 (ベスト８)
個人 小野寺(ベスト１６) 今野(ベスト３２)

ハンドボール

＜第1回戦＞

古川 ２０－２３仙台三

ラグビー

＜1回戦＞
＜2回戦＞

古川・古川工業・気仙沼向洋合同 ２７－５ 仙台南・高専広瀬
古川・古川工業・気仙沼向洋合同 １０－２９ 仙台工業

サッカー

＜1回戦＞

古川 １－４ 仙台南

ソフトボール

＜1回戦＞
＜準決勝＞

水泳

古川７－０ 仙台商業・東北生活文化大学高校合同チーム
古川 ４－８ 白石工業

＜400Ｍ自由形＞

中嶋 ９位(決勝進出)

山岳部

男子：ＡチームとＢチームが出場
女子：古川・一高合同チームで出場

スキー

＜４位入賞＞ 高橋 (東北大会出場 / インターハイ出場)

第２回 学校説明会開催
９月１０日（土）６９名の児童生徒の皆さんと４７名の保護者の方をお迎えして、第２回学校説明会が開催され
ました。全体会は、合唱部の美しい歌声のオープニングアトラクションで始まり、校長先生の挨拶、教務主任か
らは在校生のビデオメッセージを交えた学校生活についての説明、そして生徒会副会長の古高愛に満ちた熱
いメッセージが多目的ホールに響き渡りました。
（小中学生の感想）
○先輩の話を聞いて、勉強も部活も毎日頑張っていこうと思いました。
○合唱部の歌声に感動。よりいっそう古高に入りたい気持ちが高まりました。
（保護者の感想）
○小学生へのわかりやすい説明、ありがたいです。
○野球部の生徒さんから元気をいただきました。
この学校で学べるようにこれからの時間を過ごしていきたいと思います。
○実際の古高生の声が聞けたのが良かったです。

11月11日（金）に、秋季生徒総会が開かれました。
総会では、議案としては、柔道愛好会の存続、討論会では、古高祭の開催時期、定期戦作戦会議につ
いて活発な議論がおこなわれました。
今回から新執行部の運営となり、執行部の一員である自覚と責任を忘れずにこれから1年間を飛躍の年
にできるように、執行部全員で力を合わせていきたいと思います。

「ぼくとまちづくり」
１１月１日（火）講師に、本校卒業生で宮城大学事業構想学部事業計画学科４年の佐藤光さん（大崎市三本木出身）
をお迎えして小講演会が行われました。佐藤さんは大学で「まちづくり」について研究をしています。
今回の講演会では、大学での生活や学習、大崎市のまちづくりの展開等についてお話をいただきました。
（参加した生徒の感想）
○あまり考えることのなかった大崎市についても、グループで楽しく話し合うことができて良かったです。
とても良い経験になりました。
○この講演で聴いた様々な可能性を考えた上でのアイデアの出し方は、社会に出ても必要だと思うので
今後の様々な場面で生かしていきたいです。
○自分たちで地域の魅力を探していくことも、多くの人に知ってもらうためには大切なことだと思いました。

10月18日（火）の午後，大崎市民会館で芸術鑑賞会が開催されました。前年度は狂言を鑑賞しました
が，今回は青島広志さんを中心とした御三方をお招きして，本格的なオペラをコミカルなお話とともに楽
しませていただきました。青島さんの軽快なトークやブラインドタッチによるピアノ演奏，横山さんと小野さ
んの迫力ある歌声や見応えのある演技は，どれも業界最高レベルのパフォーマンスばかりでした。また，
参加型の企画も多く取り入れられ，場内は大いに盛り上がりました。
前年度に引き続き大成功で幕を閉じた芸術鑑賞会．来年度への期待も一層高まります。

古川高校三大行事の一つである体育祭。今年は９月１日，２日の２日間にわたり，サッカー，男女バスケットボール，
男女バレーボール，女子ドッジボール，借り物障害物競走，１５人リレーの８種目で優勝杯が争われました。
同級生がライバルとしてぶつかり合うほか，学年を越えた対戦では，「後輩には負けられない」，「先輩に勝ちたい！」
など，選手の本気度が伝わってくるような熱戦が多く見られました。サッカーでは１年生が優勝し，存在感をアピールし
ましたが，最後は３年生が強さを発揮し有終の美を飾りました。大きな達成感が得られた，楽しい体育祭でした。

〈総合成績〉 １位 ３－３

２位 ２－６

「この栄光にヒカリアレ」
自分は部長ではありますが、今回の県新人大会の選手ではありませんでし
た。ですが県ベスト４の瞬間に立ち会えたことがとても嬉しかったです。ベスト
４まで来られたのは上位番手の選手の力だけではなく、応援の力もあってこ
そのものだと思います。また、今回の県新人大会において公立高校でベスト
４に入ったのは古高だけです。とても誇らしいことです。この功績が次の代、
また次の代と続いて欲しいと思いました。

３位 ３－５， ２－３

今回の発表では，仙台の名だたるナンバースクールのものが多く，そ
の中での発表はとても緊張しました。しかし，多くの質問を受け，他校の
多くの発表を見聞きしていたので，いい経験となりました。その中で勝ち
取った全国大会発表です。夏に行われるみやぎ総文２０１７での発表も
頑張ります。

