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Ｒ１．２学期「表彰の記録」Ｒ元.10.24現在

【ソフトテニス部】
○７月山武郡市中学校総合体育大会 男子団体４位
○８月１９日（月）全日本ジュニアソフトテニス大会

女子ソフトテニスの部 きブロック 優勝
小高愛莉2-1渡邊陽香2-1山田葵2-1
高橋遙2-2岩城れいら2-2齋藤明夢2-3山條愛華2-4

【卓球部】
○７月２１日（日）山武郡市中学校総合体育大会卓球 男子団体準優勝
○７月２３日（火）山武郡市中学校総合体育大会卓球
個人戦 男子ダブルス 準優勝 高山海斗 ３－４

佐賀拓飛 ３－２
男子シングルス 優勝 下村勘太郎３－２

【女子バレーボール部】
○７月２１日（日）山武郡市中学校総合体育大会 女子バレーボール優勝
〇８月１２日（月）千葉ジュニア強化指定選手証 佐瀬結菜 ３－２

【吹奏楽部】
○７月２９日（月）千葉県吹奏楽コンクールＢ部門 予選 金賞
〇８月１０日（土）千葉県吹奏楽コンクールＢ部門 本選 東関東出場

【水泳】
○７月２０日（土）千葉県中学校水泳競技大会
男子５０Ｍ自由形 １位 錦織孟徳 ２－４
男子１００Ｍ自由形 １位 錦織孟徳 ２－４
男子２００Ｍバタフライ ７位 川上直輝 ２－１関東出場
女子２００Ｍバタフライ ４位 金田澪奈 ３－５関東出場
女子４００Ｍ自由形 ５位 金田澪奈 ３－５関東出場
○７月３０～３１日（火・水）千葉県中学校総合体育大会 水泳競技
男子団体 ６位
男子５０Ｍ自由形 １位 錦織孟徳 ２－４
男子２００Ｍ自由形 １位 錦織孟徳 ２－４
男子４００Ｍ自由形 ６位 川上直輝 ２－１
男子２００Ｍバタフライ ７位 川上直輝 ２－１
女子８００Ｍ自由形 ３位 金田澪奈 ３－５
女子４００Ｍ自由形 ７位 金田澪奈 ３－５
○８月１８～１９日（日・月）全国中学校体育大会 全国中学校水泳競技大会
男子５０Ｍ自由形 ２位 錦織孟徳 ２－４
男子１００Ｍ自由形 ３位 錦織孟徳 ２－４

【新体操】
○７月２５日（木）千葉県中学校総合体育大会 新体操団体３位
○８月 ９日（金）関東中学校新体操大会 新体操団体４位 全国大会出場
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【バドミントン部】
○７月２１日（日）山武郡市総合体育大会
・男子シングルス 準優勝 小池 光 2-3
・男子ダブルス 準優勝 小高 陽 3-2

柏木 日向 3-3
３位 大木 啓嗣 2-2

大村 亮太 1-4
○８月２４日（土）第２５回中学校バドミントン学年別山武支部予選会
・男子シングルス 優勝 大村 亮太 1-4
・男子ダブルス 優勝 小池 光 2-3

大木 聖和 2-1
３位 永野 拳龍 2-1

大木 啓嗣 2-2

【陸上競技部】
○８月１８日（日）山武郡市民体育大会
・中学生男子走幅跳 １位 吉永 敦哉 ３－３
・中学１年男子１００ｍ １位 大木 愛斗 １－４
・中学２・３年男子１５００ｍ １位 松井 隼斗 ３－２
・中学１年男子１５００ｍ ２位 武藤 空多 １－２
・中学生男子４×１００ｍＲ ２位 東金市
・中学２年女子走り幅跳び ２位 伊藤 愛理 ２－２
・一般女子１００ｍ ２位 伊藤 愛理 ２－２

【柔道部】
〇総合体育大会「心」の部 親切賞

【卓球部】
○９月２９日（日）山武郡市秋季大会
個人戦 男子シングルス 優勝 下村啓次郎 ２－１

【剣道部】
〇１０月６日（日）山武郡市秋季大会
男子個人 ３位 土屋駿 ２－１

【陸上競技部】
○９月２２日（日）山武郡市中学校秋季大会陸上競技
・共通男子１５００ｍ ３位 武藤 空多 １－２
・共通男子１１０ｍＨ ２位 浜田 翔真 ２－３
・２年男子１００ｍ ３位 浜田 翔真 ２－３
・共通男子３０００ｍ ２位 中野 大翔 １－３
・共通男子２００ｍ １位 尾花 雷人 ２－４
・２年男子１００ｍ ２位 尾花 雷人 ２－４
・共通男子４００ｍ １位 成瀬 雄大 ２－２
・共通男子８００ｍ １位 成瀬 雄大 ２－２
・１年男子１００ｍ ２位 大木 愛斗 １－４
・共通男子走高跳 ２位 植松 伊吹 ２－４
・共通男子走幅跳 ３位 植松 伊吹 ２－４
・共通男子４×１００Ｒ １位
・２年女子１００ｍ １位 伊藤 愛理 ２－２
・共通女子２００ｍ １位 伊藤 愛理 ２－２
・共通女子４×１００Ｒ ３位
・男子総合 優勝
・男女総合 準優勝
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【バドミントン部】
○９月２９日（日）山武郡市秋季体育大会
・男子団体 優勝
・男子シングルス 優勝 小池 光 2-3
・男子ダブルス 優勝 大木 啓嗣 2-2

大村 亮太 1-4
３位 石橋 諒也 2-3

大木 啓嗣 2-2

【柔道部】
○１０月 ５日（土）山武郡市秋季大会
団体 ３位
個人戦

・男子９０㎏級 準優勝 片山 修斗 1-3
・男子５０㎏級 ３位 川越 俊征 1-5
・男子５５㎏級 ３位 鈴木 涼太 1-6
・男子６６㎏級 ３位 寺門 伸晃 1-3

【ソフトテニス部】
○９月２８日（土）山武郡市秋季大会 女子団体４位

【女子バレーボール部】
○９月２９日（日）山武郡市秋季大会 女子バレーボール優勝

【サッカー部】
〇１０月６日（日）山武郡市秋季大会 サッカー 優勝

【陸上競技部】
○１０月６日（日）千葉県中学校新人体育大会陸上競技の部
・共通２００ｍ １位 伊藤 愛理 ２－２

【吹奏楽部】
〇 ９月２１日（土）東関東吹奏楽コンクール 金賞
（２・３年全員＋１年：齋藤光希）東日本学校吹奏楽大会出場

〇 ９月２８日（土）日本管楽合奏コンテスト予選 最優秀賞 全国大会出場
〇 ９月２９日（日）千葉県吹奏楽祭出演
〇１０月１２日（土）東日本学校吹奏楽大会 銀賞

【水泳】
○９月１５日（火）千葉県中学校新人体育大会
男子５０Ｍ自由形 １位 錦織孟徳 ２－４
男子１００Ｍ背泳ぎ １位 錦織孟徳 ２－４
男子５０Ｍバタフライ ２位 川上直輝 ２－１
男子１００Ｍバタフライ ４位 川上直輝 ２－１
男子団体 ５位
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【英語】
〇９月１９日（木）山武郡市中学校英語発表会
板倉菜々花 ２年暗唱の部 １位 県大会出場 2-2
名取 佳音 スピーチの部 ４位 3-2
鵜沢 向希 １年暗唱の部ペア ４位 1-6
高垣 未海 １年暗唱の部ペア ４位 1-4
小川 萌夢 ３年暗唱の部 出場 3-3
〇１０月９日（水）県市中学校英語発表会
板倉菜々花 ２年暗唱の部 県大会出場 2-2

【読書感想文】
〇１０月８日（火）山武郡市読書感想文コンクール
課題部門 最優秀賞 齋藤 光希 1-6

優良賞 武藤 雪歩 2-1
自由部門 優良賞 片岡 望愛 2-3

佳作 小泉 来愛 3-5


