
部活動名 活動内容 活動日

ソフトボール 県内遠征の実施 4/27～29

ソフトテニス 北東北ミズノソフトテニス研修大会参加 5/3～5

2013花巻フェスティバル参加 5/3～5

2013　十和田フェスティバル参加 8/5～8

高校総体岩手県予選参加 5/22～26

練習試合実施（県外） 1/11～13

女子バスケットボール部 合同練習参加 8/5～7

吹奏楽部 定期演奏会開催 8/2

硬式野球部 桐生市立商業高校文化祭招待試合参加 11/15～17

他校との練習試合実施 4/28～29

他校との練習試合実施 7/6～7

サッカー部 新潟県サマーサッカーフェスティバル参加 8/7～11

吹奏楽部 定期演奏会実施 8/4

弓道部 第23回東北高等学校弓道練成会参加 8/7～8

第15回リアス高校バドミントン大会参加 1/13、1/26

強化合宿実施 3/27～30

用具購入（シャトル） 3/27～30

硬式野球部 東北地区高等学校野球岩手県大会参加 5/22～28

第80回定期演奏会の開催 5/5

全日本吹奏楽コンクール出場に向けたホール練習実施 7/3

H25岩手県選手権水泳競技大会参加 5/18～19

平成25年度冬期岩手県選手権水泳競技大会参加 1/18～19

平成25年度春季強化錬成会参加 5/3～4

第23回東北高等学校弓道練成会参加 8/7～9

練習用備品購入 5月

屋内練習場での練習実施 2/23、3/3、3/16

春合宿開催（県内） 3/26～29

FIDR部活動サポートプログラム

2013年度 支援内容 （2013年4月～2014年3月）

学校名

高　等　学　校

岩　手　県

岩手県立高田高等学校

サッカー部

バスケットボール部

岩手県立大船渡高等学校

硬式野球部

バドミントン部

岩手県立大船渡東高等学校

岩手県立釜石高等学校

吹奏楽部

水泳部

弓道部

陸上競技部
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部活動名 活動内容 活動日学校名

用具購入（ヘッドギア） 6月

女子ボクシング大会参加（県外）
12/18～23、3/25

～27

男子サッカー部
2013　八幡平・安比高原サッカーサマーキャンプ U-18大会
参加

8/6～9

女子バレーボール部 用具購入（デジタルタイマー） 9月

バドミントン部 用具購入（シャトル） 9/30

第14回「'99岩手総体」記念高等学校剣道練成大会出場 10/19～20

実技指導講習会参加 1/17～19

空手道部 第21回河北杯争奪高等学校空手道選手権大会参加 12/25～27

男子バスケットボール部 冬期リーグ大会参加 1/4～6

女子バスケットボール部 冬期リーグ大会参加 1/4～6

高校総体岩手県予選参加 5/24～26

第32回全国高等学校弓道選抜大会岩手県予選参加 10/18～19

平成25年度岩手県高等学校新人大会弓道競技参加 1/10～12

合宿実施（県内） 11/30～12/1

第65回岩手県高等学校総合体育大会バレーボール競技参
加

5/30～6/2

第6回イーハトーブスターカップ高等学校女子バレーボール
交流大会参加

8/5～7

第61回岩手県高等学校新人バレーボール大会参加 1/24～26

男子バレーボール部
第65回岩手県高等学校総合体育大会バレーボール競技参
加

5/29～5/31

東京での強化練習実施 7/13～14

合同練習会実施（宮城県） 8/9～11

第30回若潮杯争奪武道大会参加 12/25～27

野球部 第95回全国高等学校野球選手権岩手県大会出場 7/10～21

空手道部 北部九州インターハイ出場 8/5～10

弓道部 第12回岩手県新人交流弓道大会参加 8/24

平成25年度東北高体連主催春季強化合宿及び第19回三浦
誠杯空手道大会参加

5/3～5

第65回岩手県高校総体空手道競技出場 5/31～6/2

平成25年度東北高体連主催夏季合宿並びに親善試合参加 7/13～14

用具購入（形用道着） 1/30

H25春季陸上競技会参加 5/10～12

第65回岩手県高校総体参加 5/23～27

第64回岩手県高等学校新人陸上競技大会参加 9/5～9

硬式野球部 備品購入 5月

ソフトテニス部 平成25年度岩手県高等学校総合体育ソフトテニス競技参加 5/24～26

バレーボール部 第65回岩手県高校総体バレーボール競技出場 5/29～31

書道部 岩手県高校書道コンクール参加 7/3

全日本吹奏楽コンクール第51回岩手県大会参加 8/2～3

第19回定期演奏会開催 9/22

花巻地区強化練習会参加 8/5～8

用具購入（ボール） 11月

剣道部

岩手県立釜石商工高等学校

弓道部

女子バレーボール部

なぎなた部

岩手県立大槌高等学校

岩手県立釜石高等学校
ボクシング部

岩手県立山田高等学校

空手道部

陸上競技部

吹奏楽部

サッカー部（男子）
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部活動名 活動内容 活動日学校名

バスケットボール部（女子）第3回花巻南高等学校練習試合交流会参加 8/3～4

ボート部 強化練習実施（県外） 10/23～27

他校との練習試合及び遠征合宿の実施 5/3～5

用具購入（捕手用プロテクター一式） 4月

ボート部 盛岡市民体育大会参加 5/18～19

山岳部 デジタル簡易無線機2台購入 5/25～26

岩手県高等学校総合体育大会バスケットボール競技参加 5/22～24

奥州カップ高校バスケットボール大会参加 1/5～6

県内リーグ戦（i. youth-league)出場 6/29、7/13・20

県内リーグ戦（i. youth-league)出場 8/3,11,12,25

第92回全国高等学校サッカー選手権大会岩手県予選参加 10/12～14

剣道部 玉竜旗大会参加（福岡） 7/22～29

合宿実施（長野県） 8/7～11

合宿実施 10/29～11/1

女子バレーボール部
第6回イーハトーブスターカップ高等学校女子バレーボール
大会参加

8/5～7

吟詠部 全国高等学校総合文化祭長崎大会吟詠剣詩舞部門出場 8/2～5

放送部 全国高等学校総合文化祭長崎大会放送部門出場 8/1～5

平成25年度全国高等学校総合体育大会ヨット競技大会参加 8/12～21

東日本420級選手権大会参加 1/31～2/3

山岳部 登山合宿実施 9/20～22

音楽部 ハンド・イン・ハンド第3回ニューヨーク公演参加 3/24～30

女子ソフトテニス部 第44回岩手県高等学校選抜室内ソフトテニス大会参加 12/24～27

用具購入（硬式金属バット） 6月

練習試合実施（県内） 8/3～4、8/7～8

練習試合実施（県内） 8/16、8/17～18

ラグビー部 合宿実施 8/7～9

高総体ソフトテニス競技岩手県大会出場 10/10～13

用具購入（ボール） 10月

第65回岩手県高等学校総合体育大会ソフトボール競技参加 5/31～6/3

第6回岩手県高校女子ソフトボール大会参加 8/3～4

女子サッカー部 岩手女子サッカーリーグ第12節出場 10/20

ヨット部 第31回全日本FJ級ヨット選手権大会出場 7/18～21

レスリング部 全国高校総合体育大会レスリング競技参加（長崎県） 8/3～9

ワープロ部 平成25年度岩手県高等学校新人ワープロ競技大会参加 10/4～5

平成25年度岩手県高等学校新人ソフトテニス競技大会参加 10/12～13

第45回岩手県高等学校選抜室内ソフトテニス大会参加 12/26～27

練習試合実施（県内） 1/18

第61回岩手県高等学校新人大会バレーボール競技参加 1/23～25

平成25年度女子バレーボール部練習試合実施 2/1

岩手県立山田高等学校

岩手県立宮古高等学校

ソフトボール部

バスケットボール部

男子サッカー部

ラグビー部

ヨット部

岩手県立宮古北高等学校 硬式野球部

岩手県立宮古工業高等学校
ソフトテニス部

岩手県立宮古商業高等学校

女子ソフトボール部

ソフトテニス部男子

女子バレーボール部
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部活動名 活動内容 活動日学校名

柔道部
第36回岩手県柔道段別選手権大会・第23回岩手県女子柔
道選手権大会参加

2/7～8

バレーボール部 県外での招待大会に参加 5/25～26

卓球大会参加 7/14、8/1

用具購入（卓球台） 6月

卓球部 練習用具購入（卓球ロボット1台） 5月

サッカー部 他校での練習および練習試合実施 5/25

女子ソフトテニス部 用具購入（ボール、ネット） 8/1

男女バスケットボール部 他校との練習試合実施（県外） 9/7

ソフトテニス部女子 用具購入（ソフトテニス支柱、コートブラシ） 5月

剣道部 宮城県中学校選抜剣道練成会参加 2/22～23

陸上部 用具購入（スパイク）＊学校備品として 11月

女子バレーボール部 第21回岩手県中学校春季バレーボール大会参加 5/11～12

他校との練習試合実施 5/3～4

他校との練習試合実施 6/8

第42回岩手県少年軟式野球大会参加 6/21、22～23、29

第11回岩手県少年軟式野球新人大会参加 8/30～9/1、7

平成25年度岩手県チャンピオン大会参加 11/2～3

男子ソフトテニス部 他校との練習試合実施 9/14～15

陸上部 第62回岩手県南地区中学校対抗駅伝競走大会参加 1/13

バレーボール部 第29回岩手県中学校選抜バレーボール大会参加 2/8～9

バレーボール部 県外での招待大会に参加 5/25～26

第50回釜石・大槌地区中学校春季野球大会参加、遠征試合
実施

4/28、29、5/5

第42回岩手県少年軟式野球大会参加、遠征試合実施 5/25、26、6/2

他校との練習試合実施（県内） 8/25

第3回宇部杯争奪岩手県選抜交流野球大会参加 8/31～9/1

花巻市民大会参加 5/11～12

他校との練習試合実施 6/8

強化練習会参加 9/8

用具購入（ショットクロック・フロアスタンド） 1月

花巻市民大会参加 5/11～12

花巻中学校での強化練習会実施 7/6

交流練習会参加 1/13

用具購入（ケーブル・伽リングバグ・デジタルタイマ） 1月

卓球部 用具購入（卓球台） 5月

相撲部 第10回東日本選抜中学校相撲大会参加 5/11～12

他校との練習試合実施 5/25

他校との練習試合実施 6/1

岩手県立宮古商業高等学校

陸前高田市立第一中学校

陸前高田市立気仙中学校

陸前高田市立高田東中学校

バスケットボール部

野球部

陸前高田市立横田中学校

岩手県

中学校

大船渡市立第一中学校
卓球部

大船渡市立大船渡中学校

大船渡市立末崎中学校

釜石市立釜石東中学校 野球部

大槌町立大槌中学校

男子バスケットボール部

女子バスケットボール部

男子バドミントン部
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部活動名 活動内容 活動日学校名

他校との練習試合実施 5/25

他校との練習試合実施 6/1

県新人大会参加 11/15～17

野球部 他校との練習試合実施 6/1～2

野球部（Kボール釜石・大槌選抜）用具購入（ヘルメット、バット等） 7/9～9/29

剣道部 用具購入（剣道着） 6/15

用具購入（スパイク） 6月

他校との練習試合実施 6/22

吹奏楽部 全日本吹奏楽コンクール沿岸地区大会出場 7/7

相撲部 第8回栃ノ海杯少年相撲大会参加 8/10～11

他校との練習試合実施 9/7

ライバル交流サッカー教室参加 1/9

静岡ジュニアユースサッカーフェスティバル参加 3/27～31

相撲部 第4回青森県武道館小学生・中学生大会参加 11/23～24

第21回岩手県春季バレーボール大会参加 5/10～12

他校との練習試合実施 6/1～2

男子バレーボール部 第22回岩手県中学校1年生バレーボール大会参加 1/11

第2回はやちなカップ参加 5/5～6

盛岡地の学校との練習試合実施 8/6～7

第18回岩手カップ中学生学年別ソフトテニス大会参加 11/1～3

第26回マルちゃん杯東北少年柔道教室並びに柔道大会参
加

5/25～26

平成25年度少年柔道教室参加 12/21～23

野球部 用具購入（バット、ネット） 5月

第7回東北中学生女子バレーボール親善大会参加 10/12～13

第2回遠野カッパ杯中学校バレーボール大会参加 11/2～3

大和田良平中学生バレーボール大会参加 12/7～8

特設陸上部 第62回岩手県南地区中学校対抗駅伝競走大会参加 1/9～13

第7回「初心」カップ中学女子バレーボール大会参加 5/4～5

平成25年度第21回岩手県中学校春季バレーボール大会参
加

5/10～12

第30回田沢湖スポーツセンター中学校女子バレーボール大
会参加

2/22～23

GRATEFUL CUP in OMAGARI参加 5/11～12

第14回寒河江カップ参加 12/20～22

バドミントン部 用具購入（シャトル） 7/24～

野球部（MSクラブ） 東日本中学生KB大会参加 8/3～7

陸上競技部 高校総体宮城県大会参加 5/23～27

楽器（フリューゲルホルン）購入 6/1～2

定期演奏会開催 6/1～2

大槌町立大槌中学校
女子バドミントン部

ソフトボール部

サッカー部

宮古市立田老第一中学校
バレーボール部

山田町立山田中学校

バレーボール部

男女バスケットボール部

宮　城　県

大槌町立吉里吉里中学校 男子バレーボール部

宮古市立第二中学校

宮古市立重茂中学校

女子ソフトテニス部

柔道部

高　等　学　校

宮城県石巻好文館高等学校

吹奏楽部
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部活動名 活動内容 活動日学校名

吹奏楽コンクール第25回多賀城石巻地区大会出場 7/19～20

第9回室谷杯参加（石川県） 7/23～26

古河市全国高校招待女子ソフトボールフェスティバル参加 8/12～15

合同練習会参加 8/1～4

第32回仙台大学バレーボール樅の木会長杯争奪高校女子
バレーボール大会参加

8/24～25

第１３回栗原市高等学校バレーボール選手権大会参加 10/19

合同練習会参加 1/11～13

定期演奏会開催 6/1～2

全日本吹奏楽コンクールに向けてのホール練習実施 7/9

全日本吹奏楽コンクールに向けてのホール練習実施 7/18

県総合体育大会参加に向けた他校との練習試合実施 5/18、5/26

練習試合実施（県内） 11/2

練習試合実施（県内） 11/3

練習試合実施（県内） 12/14、1/13

平成25年度東北高体連主催春季強化合宿参加 5/3～5

第21回河北杯争奪全国空手道選手権大会参加 12/25・27

石巻市民卓球大会参加 5/19

用具購入（ユニフォーム） 7月

岩手水沢インターハイ記念　第16回MJオープン卓球大会参
加

8/24～25

練習試合実施（県外） 10/12～14

用具購入（ユニフォーム） 7月

岩手水沢インターハイ記念　第16回MJオープン卓球大会参
加

8/24～25

練習試合実施（県外） 10/12～14

女子バスケットボール部 バスケットボール部合同練習会実施 8/6～7

練習試合実施（県外） 10/5～6

用具購入（ティバッティング用フレーム、竹バット等） 2/1

第29回ジャパンスチューデントジャズフェスティバル2013へ
の出演

8/23～26

Kobe Jazz 2013第1部学生ビッグバンド出演 10/5～7

女子バスケットボール部 用具購入（ユニフォーム） 2月

三浦誠杯争奪高等学校空手道大会参加 5/3～5/5

河北杯争奪高等学校空手道選手権大会参加 12/25～27

第16回松陰杯争奪高等学校空手道大会参加 2/8～9

練習試合実施（県内） 6/1～２

練習試合実施（県外） 6/7～9

ラグビーフットボール部 合宿実施（県外） 8/1～5

サッカー部 用具購入（ゴールウェイト） 9月

合同合宿実施 5/2～5

合同合宿実施 12/25～28

野球部 練習試合実施（県外） 6/22～23

女子卓球部

硬式野球部

宮城県石巻北高等学校
吹奏楽部

宮城県水産高等学校

空手道部

野球部

宮城県石巻好文館高等学校

吹奏楽部

ソフトボール部

女子バレーボール部

宮城県石巻西高等学校

吹奏楽部

女子バレーボール部

空手道部

男子卓球部

宮城県石巻工業高等学校

バレーボール部
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第86回金鷲旗全国高校柔道大会参加（福岡県） 7/21～24

宮城県高等学校柔道新人大会参加 11/1～4

ラグビー部 合宿実施（青森県） 8/4～6

白石サマーキャンプ参加 8/7～9

第5回奥州カップ高校バスケットボール大会参加 1/4～6

第25回剣誠旗争奪高等学校剣道大会参加 9/13～15

第10回日本海旗争奪高等学校剣道大会参加 10/11～13

平成25年度紅花旗争奪高校剣道大会参加 12/22～25

第6回東北高校剣道錬成会実施 5/3～5

合宿実施（県外） 8/14～18

吹奏楽部 用具修理（サックス） 6/28

平成25年度金鷲旗柔道大会参加 7/21～23

練習試合実施（県外） 12/25～29

施設修復実施（コート） 7/1～

合宿実施 8/6～8

練習試合実施（県内） 10/14

練習試合実施（県内） 10/26

練習試合実施（県内） 2/2

女子バレーボール部 合宿実施（県外） 8/3～5

男子バレーボール部 他校との練習試合実施（青森） 7/29～31

硬式野球部 合宿実施（県外） 8/12～14

サッカー部 宮城県リーグ戦参加 9/15、11/3

女子ソフトテニス部 第17回宮城県高等学校ソフトテニス夏季大会参加 8/10～12

第9回北東北ミズノソフトテニス研修会参加 5/3～5

第17回宮城県高等学校ソフトテニス夏季大会参加 8/10～12

JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ2013兼JSAFｼﾞｭﾆｱ・ﾕｰｽｾｰﾘﾝｸﾞﾁｬﾝ
ﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟへの参加

5/3～5

JSAF Enoshima Olympic Week 2013参加 9/20～23

第62回宮城県高等学校総合体育大会 バスケットボール競
技参加

5/31～6/3

用具購入（ボール） 11月

吹奏楽部 会場練習実施 7/13～14

バドミントン部（女子） 宮城県ジュニアバドミントン選手権大会参加 7/29～31

バドミントン部（男子） 宮城県ジュニアバドミントン選手権大会参加 7/29～31

バレーボール部（女子） 強化練習会参加（県外） 10/12～14

女子テニス部 平成25年度宮城県冬期ジュニアテニス選手権大会参加 12/22～27

男子テニス部 平成25年度宮城県冬期ジュニアテニス選手権大会参加 12/22～27

サッカー部 波崎ウィンターキャンプ2014参加 1/3～6

練習試合実施 4/29

他校との練習試合実施 6/29、7/15、21

第6回東北高校剣道錬成会参加 5/3～5

宮城県石巻工業高等学校

柔道部

バスケットボール部

剣道部

宮城県石巻商業高等学校

剣道部

柔道部

女子ソフトテニス部

男子ソフトテニス部

宮城県気仙沼高等学校

男子ソフトテニス部

ヨット部

バスケットボール部

宮城県志津川高等学校

サッカー部

剣道部
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第10回日本海旗争奪高等剣道大会参加 10/12～13

野球部
県大会優勝及び全国大会出場に向けた他校との練習試合
実施

5/25、6/23

コンクール参加・合宿実施等 7/21～3/27

備品購入（楽器パーツ、整備用品等） 7月

第17回宮城県高等学校ソフトテニス夏季大会参加 8/11～12

用具購入（ローラー、ネット） 12月

自然科学部 備品購入（パソコン） 7/22～26

弓道部 備品購入（弓） 7/1～12

男子バレーボール部 用具購入（ユニフォーム） 12月

陸上競技部 用具購入（ハードル） 12月

茶華道部 用具購入（風炉用炭型ヒーター） 1月

サッカー部 宮城県高校総体サッカー競技参加 5/24～26

ユニフォーム購入 5/31

ソフトテニス県大会参加 7/28～8/12

男子ソフトテニス部 ソフトテニス県大会参加 7/28～8/12

硬式野球部 用具購入（ヘルメット） 6月

男子バスケットボール部 用具購入（ボール） 6月

用具購入（ボール、ネット） 7月

東北工業高校大会参加 8/7～8

宮城県高校総体柔道競技参加 5/31～6/3

宮城県高等学校柔道新人大会参加 11/1～4

宮城県高校総体バスケットボール競技参加 6/1～2

第35回宮城県高等学校バスケットボール選手権大会参加 8/14～16

第63回宮城県高校総体相撲競技出場 5/31～6/1

第66回東北高等学校相撲選手兼大会参加 6/21～24

平成25年度東北高等学校相撲選抜大会参加 10/11～13

県ジュニアバドミントン選手権大会参加 7/29～31

合宿実施（県内） 8/5～7

軽音楽部 School Music Revival Live2013参加 8/4

合同練習試合実施（山形県） 7/29～31

平成25年度冬期ジュニアテニス大会参加 12/22～27

2014ベルサンピアウィンターカップ参加 1/25～26

ラグビー部 合宿実施（長野県） 8/7～10

女子バレーボール部 遠征合宿実施（県外） 1/11～13

練習試合実施（県外） 10/19

練習試合実施（県内） 11/9

強化合宿の実施（山形県） 8/1～3

強化合宿実施（県内） 3/25～27

バレーボール部 合宿実施（長野県） 8/3～5

宮城県志津川高等学校

剣道部

音楽部

ソフトテニス部

石巻市立女子高等学校

陸上競技部

宮城県本吉響高等学校

女子ソフトテニス部

男子バレーボール部

宮城県気仙沼向洋高等学校

柔道部

男子バスケットボール部

相撲部

バドミントン部

テニス部（硬式）

男子バレーボール部
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ソフトボール部 合同練習実施(県外） 3/21～22

バレーボール部 合宿実施（長野県） 8/3～5

女子サッカー部
第6回磐田ロータリークラブ杯争奪ジュビロ磐田レディース
サッカー大会参加

8/20～22

他校との練習試合実施 6/1

用具購入（テニスネット） 8月

男子ソフトテニス部 用具購入（フェンス） 8月

吹奏楽部 神戸ジャズフェスティバル参加 10/5～7

他校およびクラブチームとの練習試合実施 5/18

用具購入（ユニフォーム・ボールの購入) 5月

交流試合実施（県外） 12/21～23

吹奏楽部 吹奏楽コンクールに向けたホール練習実施 7/13

男女ソフトテニス部 宮城県ソフトテニス夏季大会出場 8/3～4

科学部 用具購入（水耕栽培器） 8月

剣道部 第8回更級旗全国中学校選抜剣道大会参加 1/11～13

野球部 用具購入（ネット・バット） 10/12

陸上部 第40回全日本中学校陸上競技選手権大会出場 8/20～22

第68回宮城県陸上競技選手権大会・国民体育大会少年B予
選会出場

4/28～29

第59回全日本中学校通信陸上競技大会宮城県大会出場 7/6～7

ソフトボール部 県大会出場 7/20～22

野球部 県大会出場 7/21～24

野球部
用具購入（ボール、捕手及び一塁手用グローブ、L型投手用
ネット）

5月

ソフトテニス部 用具購入（テニスボール、ネット） 6/12

卓球部 用具購入（ユニフォーム） 7/30

石巻地区中学校総合体育大会参加 6/20～22

用具購入（陸上用スパイク、スパイクピン） 6/21

バレーボール部 用具購入（ネット、ボール等） 6/28

ソフトテニス部 第9回宮城県中学生ソフトテニス大会参加 8/3

平成25年度石巻地区中学校総合体育大会参加 8/8～9/6

用具購入（ユニフォーム） 9/6

陸上競技部 強化記録会参加 4/20

第1回鷲尾杯争奪小中学生卓球大会参加 5/3

第33回宮城県中学校新人卓球大会・全日本卓球選手権宮
城県予選参加

7/30～31

用具購入（ボール） 12/21

三本木卓球大会参加 1/12

女子バレー部 用具購入（ボールカゴ、バレーボール、ボールバック） 4月

宮城県少年剣道練成大会参加 5/12

第47回関東・東北・北海道少年剣道大会出場 7/28

石巻市立女子高等学校

石巻市立女子商業高等学校

宮　城　県

中学校

石巻市立石巻中学校
女子ソフトテニス部

石巻市立牡鹿中学校
陸上部

駅伝部

東松島市立矢本第二中学校

卓球部

剣道部

石巻市立住吉中学校

石巻市立蛇田中学校

サッカー部

石巻市立荻浜中学校

石巻市立稲井中学校

石巻市立青葉中学校

陸上競技部

　　　部活動支援決定内容(2013年4月～2014年3月) 9/10  



部活動名 活動内容 活動日学校名

第55回仙北中学校柔剣道大会出場 8/17

用具購入(胴） 12月

サッカー部 校外での練習実施および他校との練習試合実施 7/14～15

ソフトテニス部（男女） 宮城県中学校総合体育大会ソフトテニス競技参加 7/22

ソフトテニス部（男子） 宮城県中学生ソフトテニス夏季大会参加 8/3～4

柔道部 強化練習実施 7/29～31

駅伝部 平成25年度石巻地区駅伝競走大会参加 8/12・25

特設駅伝部 夏季合宿実施（秋田県） 7/30～8/1

第51回本吉地方中学校バレーボール大会参加 5/19

地区中体連主催バレーボール大会参加 6/8～9

地区新人バレーボール大会参加 9/28～29

北部ブロック予選会参加 2/8～9

地区中体連主催ソフトテニス大会参加 6/8～9

県中総体ソフトテニス大会参加 7/22～23

地区新人ソフトテニス大会参加 9/28～29

中学校選抜ソフトテニス大会参加 10/26～27

地区中体連主催野球大会参加 6/8,10,15

地区新人野球大会参加 9/28、9/29

地区新人野球大会参加 10/5

地区中体連主催バスケットボール大会参加 6/8～9

地区新人バスケットボール大会参加 9/28～29

地区中体連主催陸上教室参加 6/15

地区中体連主催陸上大会参加 6/19

県中総体陸上大会参加 7/21～23

地区中体連主催駅伝大会参加 9/5

宮城県中学校ソフトテニス大会（小島杯）参加 4/21

松山登陵中学校ソフトテニス大会参加 5/11

第9回宮城県中学生ソフトテニス大会参加 8/3～4

男子ソフトテニス部 平成25年度気仙沼・本吉地区ソフトテニス学年別大会参加 11/9

サッカー部 他校との練習試合実施 5/25

東松島市立矢本第二中学校
剣道部

気仙沼市立大谷中学校

女子ソフトテニス部

東松島市立鳴瀬未来中学校

気仙沼市立大島中学校

男子バレーボール部

女子ソフトテニス部

野球部

女子バスケットボール部

陸上部
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