
- 1 -

Ｒ元．１学期「表彰の記録」Ｒ元.7.16現在

【吹奏楽部】
〇４月７日（日）第17回ジュニア打楽器アンサンブルコンクール 全国大会 中学校の部
・最優秀グランプリ賞・最優秀賞 打楽器八重奏

稲吉 希美 3-2 菊田まりあ 3-5
阿部 海斗 2-2 江畑 統司 2-4

【陸上競技部】
○４月０１日（土）山武郡市中学校春季記録会
・共通男子８００ｍ １位 松井 隼斗 3-2
・共通男子１５００ｍ １位 松井 隼斗 3-2
・共通男子１１０ｍＨ １位 浜田 翔真 2-3
・２年男子１００ｍ ２位 浜田 翔真 2-3
・共通男子８００ｍ ２位 成瀬 雄大 2-2
・共通男子走高跳 ３位 野間 智治 3-2
・共通男子１５００ｍ ４位 成瀬 雄大 2-2
・共通男子走高跳 ４位 高塚 優成 3-4
・共通男子砲丸投 ４位 山下 温輝 3-4
・共通男子３０００ｍ ５位 高橋 礼央 3-4
・共通男子走幅跳 ５位 吉永 敦哉 3-3
・共通男子４００ｍ ６位 土屋 隼人 3-2
・共通男子１５００ｍ ６位 比嘉 拓也 2-1
・共通男子１１０ｍＨ ６位 内田 大地 3-2
・共通男子砲丸投 ７位 柴田 優樹 3-5
・２年男子１００ｍ ８位 尾花 雷人 2-4
・共通男子３０００ｍ ８位 前島 晧 2-1
・共通女子２００ｍ １位 伊藤 愛理 2-2
・共通女子４種 １位 尾高 愛菜 3-4
・２年女子１００ｍ ２位 伊藤 愛理 2-2
・共通女子１５００ｍ ８位 武藤 百那 3-4
・県大会 松井・伊藤

【柔道部】
○４月２０日（土）山武郡市中学校春季柔道大会 個人戦

・男子 ３位 寺門 伸晃 1-3
・男子 ３位 吉野 克飛 1-4

【剣道部】
○４月２１日（日）山武郡市中学校春季剣道大会 女子団体 ３位
澳津 鈴音 3-4 三橋 秋音 3-3
大村 凛花 3-1 高橋 美優 2-4
大里 虹湖 2-3

【バドミントン部】
○４月２２日（日）第４６回千葉県中学校バドミントン選手権大会山武支部予選会
・男子シングルス 優勝 小池 光 2-2＊県大会出場

３位 高橋 大偲 3-1
３位 大木 聖和 2-1

・男子ダブルス ３位 柏木 日向 3-2
小高 陽 3-2

３位 永野 拳龍 2-1
石橋 諒也 2-3
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【バレーボール部】
○４月２７・２８日 山武郡市中学校春季バレーボール大会 女子 優勝

【卓球部】
○４月２９日（月）山武郡市中学校春季卓球大会 男子団体 優勝 県大会出場
個人戦 男子シングルス ３位 下村 啓次郎 2-1

○５月５日（日）千葉県中学校春季卓球大会 男子団体 ５位

【ソフトボール部】
○４月２８日（日）山武郡市支部ソフトボール選抜選考会
＊「山武支部ソフトボール選抜選手」（２名）
生田目愛心 ３－５ 塩津 由実 ３－５

【卓球部】
○５月１２日（日）大網白里オープン中学校卓球大会 男子団体 ３位
下村勘太郎 3-2 秋山 隆太3-2 高山 海斗3-4
佐賀 拓飛 3-2 石川 公康3-1 下村啓次郎2-1

【陸上競技部】
○６月１日（土）千葉県中学校陸上競技記録会
・１年男子１００ｍ ６位 大木 愛斗 １－４
・１年男子走幅跳 ２位 大木 愛斗 １－４県大会出場
・１年男子１５００ｍ ２位 武藤 空多 １－２県大会出場
・１年男子１５００ｍ ３位 中野 大翔 １－３県大会出場
・共通男子１５００ｍ ３位 松井 隼斗 ３－２県大会出場
・共通男子３０００ｍ ２位 松井 隼斗 ３－２県大会出場
・共通男子３０００ｍ ８位 前島 皓 ２－１
・共通男子１１０ｍＨ 位 浜田 翔真 ２－３県大会出場
・共通男子走高跳 ８位 野間 智治 ３－２
・共通男子走幅跳 ５位 吉永 敦哉 ３－３
・２年女子１００ｍ ５位 伊藤 愛理 ２－２県大会出場
・共通女子２００ｍ ４位 伊藤 愛理 ２－２県大会出場
・１年女子８００ｍ ６位 菊地 華帆 １－４
・共通女子４種競技 ５位 尾高 愛菜 ３－４

【ソフトボール部】
○６月１日（土）東総地区中学校女子ソフトボール大会 ３位
・金森 夢月 ３－４ ・塩津 由実 ３－５
・生田目愛心 ３－５ ・畠山 七海 ３－４
・伊東 愛華 ２－３ ・塩津 亜実 ２－３

【ソフトテニス部】
○５月２５日（土）山武郡市中学校ソフトテニス選手権大会
・男子個人 ベスト１６ 県大会出場
石橋 誠也 ３－２ 織本雄太郎 ３－４

【バレーボール部】
○６月８日 千葉県中学校バレーボール選手権大会 女子 県大会出場

【健歯児童生徒審査会】
○６月１３日 郡市健歯児童生徒審査会参加
山下 温輝 ３－４ 秋葉 ユウ ３－４
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【バドミントン部】
○６月２９日（土）第３８回全日本ジュニアバドミントン選手権大会山武支部予選会
・男子シングルス 優勝 小池 光 2-3＊県大会出場

準優勝 大木 聖和 2-1＊県大会出場
３位 大木 啓嗣 2-2＊県大会出場
３位 大村 亮太 1-4＊県大会出場

【バレーボール部】
○６月２９日（土）山匝中学校女子バレーボール松尾大会 準優勝

【青少年健全育成標語】
○６月２９日（土）
教育長賞 石橋 大騎 1-5
入選 家入 玲奈 1-1 松本 黎明 1-2 並木 詩織 1-5

高野まりん 2-1 渡邊 陽香 2-1 中尾 乙葉 2-2
田久保快星 2-2 市東 望美 2-3 黒澤 海都 2-3
小川 萌夢 3-3 布施 空虎 3-5 塩津 由実 3-5

【陸上競技部】（県大会出場者）
○７月６日（土 ）千葉県通信陸上競技大会
・松井 隼斗 ３－２ １５００ｍ出場
・浜田 翔真 ２－３ １１０ｍＨ出場
・吉永 敦哉 ３－３ １００ｍ 出場
・伊藤 愛理 ２－２ ２００ｍＢ決勝進出
・成瀬 雄大 ２－２ ８００ｍ 出場

【陸上競技部】
○７月１３日（土）山武郡市中学校総合体育大会陸上競技
・１年男子１００ｍ １位 大木 愛斗 １－４県大会出場
・２年男子１００ｍ ３位 尾花 雷人 ２－４
・２年男子１００ｍ ４位 浜田 翔真 ２－３
・３年男子１００ｍ ６位 吉永 敦哉 ３－３
・共通男子２００ｍ ７位 尾花 雷人 ２－４
・共通男子４００ｍ ７位 北奥 日翔 ３－５
・共通男子４００ｍ ８位 土屋 隼人 ３－２
・共通男子８００ｍ １位 松井 隼斗 ３－２
・共通男子８００ｍ ２位 成瀬 雄大 ２－２県大会出場
・１年男子１５００ｍ ３位 武藤 空多 １－２県大会出場
・１年男子１５００ｍ ４位 中野 大翔 １－３県大会出場
・共通男子１５００ｍ ２位 松井 隼斗 ３－２県大会出場
・共通男子１５００ｍ ６位 石毛 亮紀 ３－２
・共通男子３０００ｍ ３位 高橋 礼央 ３－４
・共通男子３０００ｍ ６位 前島 皓 ２－１
・共通男子１１０ｍＨ ３位 浜田 翔真 ２－３県大会出場
・共通男子１１０ｍＨ ８位 内田 大地 ３－２
・共通男子走高跳 ３位 野間 智晴 ３－２
・共通男子走高跳 ６位 高塚 優成 ３－４
・１年男子走幅跳 １位 大木 愛斗 １－４
・１年男子走幅跳 ８位 小柴 輝真 １－４
・共通男子走幅跳 １位 吉永 敦哉 ３－３県大会出場
・共通男子砲丸投 ４位 小柴 輝真 １－４
・共通男子砲丸投 ７位 山田 煉大 ３－３
・共通男子４種 ３位 山下 温輝 ３－４
・共通男子４種 ４位 松本 真輝 ３－１
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・共通男子４×１００Ｒ ４位
・男子総合 １位 県大会出場
・男女総合 ２位 県大会出場

・１年女子１００ｍ ７位 石橋 輝 １－５
・１年女子１００ｍ ９位 菊地 華帆 １－４
・２年女子１００ｍ １位 伊藤 愛理 ２－２
・共通女子１５００ｍ ７位 武藤 百那 ３－４
・共通女子１００ｍＨ ８位 磯江 佑奈 ２－３
・１年女子走り幅跳 ４位 石橋 輝 １－５
・共通女子４種競技 ２位 尾高 愛菜 ３－４
・共通女子４種競技 ７位 小川 萌夢 ３－３
・女子総合８位

【剣道部】
○７月１３日（土）山武郡市中学校総合体育大会剣道 女子団体 ３位
澳津 鈴音 3-4 三橋 秋音 3-3 大村 凛花 3-1
高橋 美優 2-4 大里 虹湖 2-3

【柔道部】
○７月１３日（土）山武郡市中学校総合体育大会柔道 個人戦

・男子 ３位 吉野 克飛 1-4


