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１学期「表彰の記録」 H30.7.4現在

【吹奏楽部】
○３月２７日（火）第３１回千葉県吹奏楽部個人コンクール

・トランペット 金賞 布施 龍海（ふせ りつき）3-5

・ホルン 優良賞 鈴木 沙羅（すずき さら）3-5

○３月３０日（金）第２０回日本ジュニア管打楽器コンクール アンサンブル部門

・金管の部 金賞 金管八重奏 ・打楽器の部 金賞 打楽器七重奏

○３月３１日（土）ルディメンツＪＡＰＡＮアンサンブルコンクール全国大会

・優良賞 打楽器七重奏

【陸上競技部】
○４月２１日（土）山武郡市中学校春季記録会

・共通男子走幅跳 １位 浜田 涼誠（はまだ りょうせい）3-5

・共通男子４種 １位 石井 利士（いしい りひと）3-2
・ 〃 ３位 藤田 岳史（ふじた たけし）3-3
・共通男子１５００ｍ ３位 松井 隼斗（まつい はやと）2-2
・共通男子４×１００ｍＲ ３位

・共通女子走高跳 ２位 横田 彩音（よこた あやね）3-3
○５月２７日（日）長生郡市陸上競技選手権大会

・共通男子４００ｍ １位 河野 賢志（こうの さとし） 3-3
・共通男子走幅跳 １位 濱田 涼誠（はまだ りょうせい）3-5
・１年女子１００ｍ １位 坂本 理紗（さかもと りさ） 1-5
・共通男子砲丸投 ２位 藤田 岳史（ふじた たけし） 3-3
・共通男子走高跳 ２位 石井 利士（いしい りひと） 3-2
・共通女子走幅跳 ２位 瀬川 愛彩（せがわ あいさ） 3-3
・１年男子１５００ｍ ２位 前島 皓（まえじま こう） 1-5
・１年女子１００ｍ ３位 伊藤 愛理（いとう あいり） 1-4
○６月２日（土）・３日（日）千葉県中学校陸上競技記録会

・共通男子四種競技 ２位 石井 利士（いしい りひと） 3-2
・１年女子１００ｍ ２位 坂本 理紗（さかもと りさ） 1-5
・１年女子走幅跳 ３位 坂本 理紗（さかもと りさ） 1-5
・１年女子８００ｍ ３位 伊藤 愛理（いとう あいり） 1-4
○７月１日（日）第６４回全日本中学校通信陸上競技大会千葉県大会

・四種競技 ４位入賞 石井 利士（いしい りひと）3-2 ＊平成３０年度ちばジュニア強化指定選手

・１年１００ｍ ６位入賞 坂本 理紗（さかもと りさ）1-5 ＊平成３０年度ちばジュニア強化指定選手

・４００ｍ Ｂ決勝進出 河野 賢志（こうの さとし）3-3
・走幅跳 予選敗退 濱田 涼誠（はまだ りょうせい）3-5

【バドミントン部】
○４月２２日（日）第４５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 歩 （こいけ あゆむ）3-3 ＊県大会出場

・女子シングルス 優勝 宮澤 菜乃香（みやざわ なのか）3-1 ＊県大会出場

【ソフトボール部】
○４月２８日（土）山武郡市中学校春季ソフトボール大会・・・３位

＊「山武支部ソフトボール選抜選手」（４名）

・髙橋 舞（たかはし まい）3-1 ・秋葉 美月（あきば みつき） 3-1
・泉 優維（いずみ ゆい） 3-5 ・冨塚 結子（とみづか ゆいこ） 3-5
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【野球部】
○４月２８日（土）山武郡市中学校春季野球大会・・・準優勝

【柔道部】
○４月２８日（土）山武郡市中学校春季柔道大会・・・男子団体３位／女子団体３位

1-5
・男子＋９０ｋｇ級 ３位 南部優輝（なんぶ ゆうき） 3-4
・女子５２ｋｇ級 ３位 秋葉もえ（あきば もえ） 3-5

【女子バレーボール部】
○４月２９日（日）山武郡市中学校バレーボール春季大会・・・３位

【卓球部】
○４月３０日（月）山武郡市中学校春季卓球大会

・女子ダブルス３位 山口由希菜（やまぐち ゆきな）3-5
今井 藍花（いまい あいか） 3-3 ペア

○６月１０日（日）東金市民卓球大会・・・・男子三部：優勝／女子三部：３位

【男子ソフトテニス部】
〇５月４日（金）第１３回山武市春季ソフトテニス大会

・中学３年生男子の部 優勝 吉屋 拓登（よしや たくと）3-2
永井 敦也（ながい あつや）3-1 ペア

３位 中村 颯汰（なかむら そうた） 3-2
織本 雄太郎（おりもと ゆうたろう）2-4 ペア

【女子ソフトテニス部】
○５月２７日（日）山武郡市中学校ソフトテニス選手権大会

・個人戦ベスト１６進出（第９位）→県大会出場

庄司 ゆめ（しょうじ ゆめ）3-3・坂下 優衣（さかした ゆい）3-3 ペア

【その他】
○６月７日（木）山武郡市健歯児童生徒審査会

・中学校男子の部 日暮 竜希（ひぐらし たつき） 3-2 ２位

・中学校女子の部 秋山 夢羽（あきやま ゆめは） 3-1
○６月３０日（土）東金市青少年健全育成標語

・教育長賞 鈴木 琳（すずき りん） 3-1
・入 選 鵜澤 真花（うざわ まな） 1-5

佐瀬 結菜（させ ゆいな） 2-2
尾高 愛菜（おだか あいな） 2-4
古川由里奈（ふるかわ ゆりな） 2-4
小泉 来愛（こいずみ くれあ） 2-5
岩城 桃花（いわしろ ももか） 3-1
渡邉 未来（わたなべ みく） 3-1
榊原 里美（さかきばら さとみ）3-2
村木友璃花（むらき ゆりか） 3-3
永野 成龍（ながの せいりゅう）3-5
澳津 楓花（おきつ ふうか） 3-5
秋葉 もえ（あきば もえ） 3-5


