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３学期「表彰の記録」 H30.12.1.～H31.3.24.

【陸上競技部】
○１２月 ８日（土）千葉県中学校新人駅伝大会山武地区代表選考会

男子の部：準優勝 県大会出場

女子の部：６位 県大会出場

【女子バレーボール部】
○１２月 ８日（土）わかしおスポーツクラブ杯争奪中学校バレーボール大会・・３位

○ ２月 ３日（日）山武郡市中学校バレーボール１年生大会・・・優勝 県大会出場

○ ３月 ３日（日）「ちばジュニア強化指定選手」認定 (＊前回提示から期日･名称変更)

・佐瀬 結菜（させ ゆいな） 2-2・佐久間玲菜（さくま れな）2-2
・小倉 礼奈（おぐら れいな） 2-2

【バドミントン部】
○ １月２６日（土）千葉県中学校バドミントン１年生大会山武支部予選会

・男子シングルス １位 小池 光（こいけ ひかる） 1-3 県大会出場

・ 〃 ２位 大木 啓嗣（おおぎ さとし） 1-2 〃

・ 〃 ３位 大木 聖和（おおぎ まさと） 1-5 〃

【卓球部】
○１２月 ８日（土）千葉県中学校新人体育大会男子団体・・・・・・７位

○１２月２２日（土）山武郡市カデット卓球大会

・男子１４シングルス準優勝 下村勘太郎（しもむら かんたろう）2-2 県大会出場
・ 〃 ベスト８ 秋山 隆太（あきやま りゅうた） 2-2 〃

・男子１３シングルス準優勝 下村啓次郎（しもむら けいじろう）1-2 〃

○１２月２６日（水）成田オープン卓球大会男子団体戦・・・・・・・５位

○ １月 ６日（日）府中市招待関東中学生卓球大会男子団体戦・・・５位

○ １月１９日（土）千葉県中学生強化卓球大会

・２年生男子シングルスＥブロック優勝 下村勘太郎（しもむら かんたろう）2-2
○ ２月 ３日（日）東金市卓球選手権大会

・中学生男子シングルス 優 勝 石川 公康（いしかわ きみやす）2-1
・ 〃 準優勝 秋山 隆太（あきやま りゅうた）2-2
○ ３月１０日（日）卓真旗争奪選抜卓球大会男子団体・・・・・・・準優勝

【吹奏楽部】
○１２月２３日（日）・２４日（月）千葉県アンサンブルコンテスト

・金賞 打楽器八重奏 ＊千葉県代表（東関東アンサンブルコンテスト出場）

鈴木 梨子（すずき りこ） 3-1 岩瀬立快（いわせ りゅうが） 3-1
吉田 歩登（よしだ あると） 3-2 大塚春菜（おおつか はるな） 3-2
稲吉 希美（いなよし のぞみ）2-2 菊田まりあ（きくた まりあ） 2-5
阿部 海斗（あべ かいと） 1-1 江畑 統司（えばた とうじ） 1-1

・金賞 金管八重奏 ＊千葉県代表（東関東アンサンブルコンテスト出場）

武藤 桃果（むとう ももか） 3-1 森村隆太郎（もりむら りゅうたろう） 3-2
中村 優希（なかむら ゆき） 3-3 布施 龍海（ふせ りつき） 3-5
磯田 真優（いそだ まゆ） 2-3 小川 萌華（おがわ もえか） 2-4
布施 空虎（ふせ そらと） 2-5 戸田 凜（とだ りん） 1-3

・銅賞 ホルン四重奏

宮田 麻衣（みやた まい） 3-3 藤代 笙乃（ふじしろ しょうの）3-3
鈴木 裟羅（すずき さら） 3-5 若本 七海（わかもと ななみ） 2-1
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○ １月２７日（日）東関東アンサンブルコンテスト

・銀賞 打楽器八重奏・金管八重奏

○ ２月１０日（日）千葉県吹奏楽個人コンクール山長夷地区予選

・金賞 石森 愛奏（いしもり あいか）2-1 県大会出場

・金賞 子安 志歩（こやす しほ） 2-4 県大会出場

・金賞 平山瀬里葉（ひらやま せりは）2-1
・金賞 布施 空虎（ふせ そらと） 2-5
・金賞 江澤 佑斗（えざわ ゆうと） 1-2
○ ３月２３日（土）・２４日（日）千葉県吹奏楽個人コンクール

・金 賞 石森 愛奏（いしもり あいか）2-1
・優良賞 子安 志歩（こやす しほ） 2-4
○ ３月２７日（水）千葉県教育委員会教育奨励賞顕彰（児童生徒の部／学芸部門：団体）

・打楽器七重奏・金管八重奏（計２団体）＊昨年度３月の日本ジュニア管打楽器コンクール金賞受賞による。

○ ３月２９日（金）日本ジュニア管打楽器コンクール

・アンサンブル部門

【柔道部】
○ １月 ５日（土）東金市少年柔道大会

・中学生重量級の部 準優勝 吉野滉晟（よしの こうせい）1-5

【剣道部】
○ ３月１０日（日）東金市青少年剣道大会

・中学校女子の部 優勝 澳津 鈴音（おきつ りおん） 2-4
・ 〃 ３位 髙橋 美優（たかはし みゆう）1-1

【男子バスケットボール部】
○１２月 ２日（日）ちばジュニア強化指定選手証 中村 弘磨（なかむら ひろと）2-1

【新体操】
○ １月１１日（金）千葉県小中学校体育連盟山武支部優秀選手表彰

・竹本 光希（たけもと みるき） 3-4
○ ３月１７日（日）千葉県新体操早春大会

・女子個人総合 第１位 竹本 未来（たけもと みらい）1-3

【水泳】
○ ２月 ７日（木）千葉県議会児童・生徒表彰

・スポーツの部個人 錦織 孟徳（にしきおり もうとく）1-2
○ ３月１８日（月）千葉県体育・スポーツ功労者等顕彰

・優秀スポーツ選手（個人） 錦織 孟徳（にしきおり もうとく） 1-2
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【その他】
○１２月 １日（土）明るい社会づくりポスターコンクール

・銅 賞 錦織 孟徳（にしきおり もうとく）1-2
○１２月１１日（火）文集さんむ

＜作文の部＞・優 秀 榊原 里美（さかきばら さとみ）3-2
・入 選 永野 拳龍（ながの けんりゅう）1-4
・ 〃 菊田まりあ（きくた まりあ） 2-5

＜ 詩 の部＞・推 薦 金田 澪奈（かねだ れいな） 2-5
・入 選 長塩 隼（ながしお しゅん） 2-3

＜俳句の部＞・準特選 磯江 佑奈（いそえ ゆな） 1-5
・ 〃 實方 るい（さねかた るい） 3-4
・入 選 山田 夢翔（やまだ ゆめと） 1-1
・ 〃 平賀子々美（ひらが ここみ） 1-5
・ 〃 成瀬 雄大（なるせ ゆうた） 1-5
・ 〃 菊地 天河（きくち てんが） 2-1
・ 〃 髙橋 舞（たかはし まい） 3-1
・ 〃 永井 敦也（ながい あつや） 3-1

＜短歌の部＞・準特選 今井 麗矢（いまい れいや） 1-3
・入 選 磯江 佑奈（いそえ ゆな） 1-5
・ 〃 羽斗こころ（はと こころ） 3-2
・ 〃 古作 唯（こさく ゆい） 2-5

○１２月１１日（火）第６３回こども県展

・入選 荒井 春美（あらい はるみ） 3-4・石栗 矢（いしぐり なお） 1-2
○１２月１４日（金）第６４回青少年読書感想文コンクール千葉県大会

・優良賞 山田 夢翔（やまだ ゆめと）1-1〔自由読書〕
○１２月１５日（土）全国中学生人権作文コンテスト千葉県大会

・奨励賞 江川さくら（えがわ さくら）2-1
○ 月 日（ ）ＪＡ共済千葉県小・中学生交通安全ポスターコンクール

・佳 作 秋葉ひなた（あきば ひなた）1-2
○ １月１６日（水）山武郡市小・中学校書き初め展覧会

・最優秀賞 苅谷 陽奈（かりや ひな） 2-2
・優 秀 賞 川島 ちほ（かわしま ちほ）1-2・尾高 愛菜（おだか あいな）2-4
・優 良 賞 斉木 芽依（さいき めい） 1-5・増田 佳音（ますだ かのん）1-5

武藤 百那（むとう ひな） 2-4
○ １月２０日（日）左千夫短歌大会

・山武市長賞（中学生の部） 白鳥 希歩（しらとり きほ）1-4
○ ２月 １日（金）山武郡市小学校家庭科 中学校技術・家庭科作品展

・優秀賞 板倉菜々花（いたくら ななか） 1-1・山田 夢翔（やまだ ゆめと） 1-1
川島 ちほ（かわしま ちほ） 1-2・中尾 乙葉（なかお おとは） 1-2
大里 虹湖（おおさと にこ） 1-2・佐藤 優花（さとう ゆうか） 1-3
竹本 光来（たけもと みらい） 1-3・白鳥 希歩（しらとり きほ） 1-4
増田 佳音（まずだ かのん） 1-3・荒生 七奈（あらおい なな） 1-5

○ ３月 ７日（木）東金市教育委員会児童・生徒表彰

・吹奏楽部

・竹本 光希（たけもと みるき） 3-4
・錦織 孟徳（にしきおり もうとく） 1-2


