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２学期「表彰の記録」 H30.11.28現在

【陸上競技部】
○７月１４日（土）山武郡市総合体育大会・・・男女総合準優勝・男子総合優勝
・共通男子砲丸投 １位 藤田 岳史（ふじた たけし） 3-3 県大会出場
・共通男子４００ｍ １位 河野 賢志（こうの さとし） 3-3 県大会出場
・共通女子走幅跳 １位 瀨川 愛彩（せがわ あいさ） 3-3 県大会出場
・共通男子走幅跳 １位 濱田 涼誠（はまだ りょうせい）3-5 県大会出場
・共通男子走高跳 １位 石井 利士（いしい りひと） 3-2 県大会出場（４種競技）
・１年女子１００ｍ １位 坂本 理紗（さかもと りさ） 1-5 県大会出場
・共通男子１１０ｍＨ １位 石井 利士（いしい りひと） 3-2
・１年男子１５００ｍ ２位 前島 皓（まえじま こう） 1-5 県大会出場
・１年女子走幅跳 ２位 坂本 理紗（さかもと りさ） 1-5
・共通男子四種競技 ２位 髙塚 優成（たかつか ゆうせい）2-4
・共通女子四種競技 ２位 尾高 愛菜（おだか あいな） 2-4
・共通男子４００ｍ ２位 今関 陸斗（いまぜき りくと） 3-4
・共通男子２００ｍ ３位 今関 陸斗（いまぜき りくと） 3-4 県大会出場
・共通男子１５００ｍ ３位 松井 隼斗（まつい はやと） 2-2 県大会出場
・１年女子１００ｍ ３位 伊藤 愛理（いとう あいり） 1-4 県大会出場
・共通男子４×１００ｍＲ ３位 石井 利士（いしい りひと） 3-2

今関 陸斗（いまぜき りくと） 3-4
濱田 涼誠（はまだ りょうせい）3-5
河野 賢志（こうの さとし） 3-3

・共通男子４種競技 ３位 内田 大地（うちだ だいち） 2-2
・１年男子１００ｍ ３位 浜田 翔真（はまだ しょうま） 1-5
○７月３０日（月）千葉県総合体育大会
・１年１００ｍ ６位入賞 坂本 理紗（さかもと りさ）1-5
・ＯＰ四種競技 ３位 石井 利士（いしい りひと）3-2
○８月１９日（日）山武郡市民体育大会
・中学男子走幅跳 １位 濱田 涼誠（はまだ りょうせい）3-5
・中学男子１００ｍ ２位 今関 陸斗（いまぜき りくと） 3-4
・中学１年男子１００ｍ ２位 浜田 翔真（はまだ しょうま） 1-5
・中学１年男子１５００ｍ ２位 前島 皓（まえじま こう） 1-5
・中学女子走高跳 １位 横田 彩音（よこた あやね） 3-3
・中学女子走幅跳 ２位 瀨川 愛彩（せがわ あいさ） 3-3
・中学女子１００ｍ １位 坂本 理紗（さかもと りさ） 1-5
○９月２２日（土）山武郡市秋季大会・・・男女総合準優勝・男子総合準優勝
・１年男子１００ｍ ２位 浜田 翔真（はまだ しょうま） 1-5 県大会出場
・共通男子８００ｍ １位 松井 隼斗（まつい はやと） 2-2
・ 〃 ４位 成瀬 雄大（なるせ ゆうた） 1-5 県大会出場
・共通男子１５００ｍ ２位 松井 隼斗（まつい はやと） 2-2 県大会出場
・共通男子４×１００ｍＲ ２位 野間 智晴（のま ともはる） 2-2 県大会出場

浜田 翔真（はまだ しょうま） 1-5 〃
北奥 日翔（きたおく はると） 2-5 〃
吉永 敦哉（よしなが あつや） 2-3 〃

・共通男子走高跳 ２位 野間 智晴（のま ともはる） 2-2
・共通男子走幅跳 ２位 吉永 敦哉（よしなが あつや） 2-3
・１年女子１００ｍ １位 坂本 理紗（さかもと りさ） 1-5 県大会出場
・ 〃 ２位 伊藤 愛理（いとう あいり） 1-4
・共通女子２００ｍ １位 伊藤 愛理（いとう あいり） 1-4 県大会出場
・ 〃 ２位 坂本 理紗（さかもと りさ） 1-5
○１０月１３日（土）山武郡市中学校駅伝競走大会・・・男子３位
・男子３区区間賞 成瀬 雄大（なるせ ゆうた）1-5
○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

【柔道部】
○７月１４日（土）山武郡市総合体育大会

1-5 県大会出場
・女子 ５７ｋｇ級 優勝 秋葉 もえ（あきば もえ） 3-5 県大会出場
・男子＋９０ｋｇ級 ３位 南部 優輝（なんぶ ゆうき） 3-4 県大会出場
・男子 ７３ｋｇ級 ３位 小関 竜太（こせき りゅうた）3-1
○１０月６日（土）山武郡市秋季大会

1-5 県大会出場
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【剣道部】
○７月１５日（土）山武郡市総合体育大会
・男子個人戦 ３位 寺門 佑真（てらかど ゆうま）3-4
○１０月１３日（土）山武郡市秋季大会・・・女子団体３位

【ソフトボール部】
○７月２１日（土）山武郡市総合体育大会・・・３位
○９月２９日（土）山武郡市秋季大会・・・・・優勝（成東東中と合同）県大会出場

【女子バレーボール部】
○７月２２日（日）山武郡市総合体育大会・・・３位
○９月３０日（日）山武郡市秋季大会・・・・・優勝 県大会出場
○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

【男子バスケットボール部】
○９月３０日（日）山武郡市秋季大会・・・・・３位
○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

【バドミントン部】
○７月２２日（日）山武郡市総合体育大会
・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
・ 〃 準優勝 小池 光（こいけ ひかる） 1-3
・ 〃 ３ 位 岩澤 正悟（いわさわ しょうご） 3-5
・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
○８月１９日（日）千葉県中学校バドミントン学年別大会山武支部予選
・男子シングルス 優 勝 小池 光（こいけ ひかる） 1-3 県大会出場
・ 〃 準優勝 大木 啓嗣（おおぎ さとし） 1-2 県大会出場
・ 〃 ３ 位 大木 聖和（おおぎ まさと） 1-5
・男子ダブルス ３ 位 髙橋 大偲（たかはし ひろし） 2-1

小髙 陽（おだか はるひ） 2-2 ペア
・ 〃 ３ 位 渡邉 大河（わたなべ たいが） 2-1

柏木 日向（かしわぎ ひゅうが） 2-3 ペア
○１０月６日（日）山武郡市秋季大会
・男子シングルス 優 勝 小池 光（こいけ ひかる） 1-3 県大会出場
・ 〃 ３ 位 髙橋 大偲（たかはし ひろし） 2-1
・ 〃 ３ 位 大木 啓嗣（おおぎ さとし） 1-2
・男子ダブルス ３ 位 小髙 陽（おだか はるひ） 2-2

柏木 日向（かしわぎ ひゅうが） 2-3 ペア
・ 〃 ３ 位 渡邉 大河（わたなべ たいが） 2-1

割栢 聖矢（わりがや せいや） 2-4 ペア

【卓球部】
○７月２４日（火）山武郡市総合体育大会
・男子シングルス ベスト８ 下村啓次郎（しもむら けいじろう） 1-2 県大会出場
○８月１９日（日）知事杯千葉県中学校夏季卓球大会男子団体Ａ・・・３位
○８月３０日（木）松戸市中学校オープン卓球大会男子団体・・・・・３位
○９月３０日（日）山武郡市秋季大会男子団体・・・優勝 県大会出場
・男子シングルス 優 勝 下村勘太郎（しもむら かんたろう） 2-2 県大会出場
・ 〃 準優勝 下村啓次郎（しもむら けいじろう） 1-2 県大会出場
・ 〃 ベスト８ 石川 公康（いしかわ きみやす） 2-1 県大会出場
○１１月２４日（土）山武郡市オータムンカップ卓球大会男子団体・・３位
○１２月 ８日（土）千葉県中学校新人体育大会男子団体・・・・・・７位

【野球部】
○７月２９日（日）千葉県中学生野球「支部選抜指定選手」認定（２名）
・岩瀬 翔太（いわせ しょうた） 3-5 ・片岡 蓮士（かたおか れんじ） 3-5

【吹奏楽部】
○８月２日（木）千葉県吹奏楽コンクールＡ部門・・・銀賞
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○１１月１７日（土）・１８日（日）千葉県アンサンブルコンテスト山長夷地区予選
・金賞 打楽器八重奏 ＊地区代表（県本選出場）

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 ＊地区代表（県本選出場）
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

・金賞 ホルン四重奏 ＊地区代表（県本選出場）
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

・金賞 木管七重奏
付 一彤（ふ いとん） 2-1 片岡 和奏（かたおか わかな）2-1
秋葉ひなた（あきば ひなた） 1-2 石栗 矢（いしぐり なお） 1-2
三橋 花音（みつはし かのん）1-4 阿部島凜果（あべしま りんか）1-4
齋木 芽依（さいき めい）

・金賞 ユーフォチューバ四重奏
子安 志歩（こやす しほ）2-4 江澤 佑斗（えざわ ゆうと）1-2
鵜澤 真花（うざわ まな）1-5 久保田清士朗（くぼた せいしろう）1-3

・金賞 フルート三重奏
小倉彩実楓（おぐら あみか） 3-2 髙山 菜々美（たかやま ななみ）1-4
石森 愛奏（いしもり あいか）2-1

【新体操】
○７月２６日（木）千葉県中学校総合体育大会
・個人総合 ３位 竹本 光希（たけもと みるき）3-4 関東大会出場
・個人種目別ボール ２位 竹本 光希（たけもと みるき）3-4
○８月７日（火）関東中学校新体操大会
・個人総合 ７位 竹本 光希（たけもと みるき）3-4 全国大会出場
・個人種目別フープ ３位 竹本 光希（たけもと みるき）3-4
○８月１９日（日）全日本中学校新体操選手権大会
・個人総合 ９位 竹本 光希（たけもと みるき）3-4
○１１月３日（土）千葉県中学校新人体育大会
・個人総合 ６位 竹本 光来（たけもと みらい）1-3

【水泳】
○７月１４日（土）・１５日（日）千葉県中学校水泳競技大会
〔兼 全国中学校水泳競技大会予選会・関東中学校水泳競技大会予選会〕

・男子総合の部 ６位入賞
・男子 ５０ｍ自由形 ２位 錦織 孟徳（にしきおり もうとく） 1-2 全国大会出場
・男子１００ｍ自由形 ２位 錦織 孟徳（にしきおり もうとく） 1-2
・男子４００ｍ個人メドレー ４位 須田 泰河（すだ たいが） 3-4 関東大会出場
・女子２００ｍバタフライ ７位 金田 澪奈（かねだ れいな） 2-5 関東大会出場
・男子４×１００ｍメドレーリレー ６位 錦織 孟徳（にしきおり もうとく）1-2

川上 友輝（かわかみ ゆうき） 3-2 関東大会
川上 直輝（かわかみ なおき） 1-5 出場
須田 泰河（すだ たいが） 3-4

＊関東大会は、錦織に代わり大山櫂（おおやまかいり） 1-5 が出場
○７月３０日（月）・３１日（火）千葉県中学校総合体育大会
・男子４００ｍ個人メドレー ３位 須田 泰河（すだ たいが） 3-4
・男子２００ｍ自由形 ４位 錦織 孟徳（にしきおり もうとく） 1-2
・男子４００ｍ自由形 ８位 錦織 孟徳（にしきおり もうとく） 1-2
・女子２００ｍバタフライ ８位 金田 澪奈（かねだ れいな） 2-5
○８月１７日（金）全国中学校水泳競技大会
・男子 ５０ｍ自由形 ９位 錦織 孟徳（にしきおり もうとく） 1-2
○８月２２日（水）第４１回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
・男子 ５０ｍ自由形(11-12 歳)１位 錦織 孟徳（にしきおり もうとく）1-2 大会新
・男子１００ｍ自由形(11-12 歳)１位 錦織 孟徳（にしきおり もうとく）1-2
・男子 ５０ｍ背泳ぎ(11-12 歳)１位 錦織 孟徳（にしきおり もうとく）1-2 大会新
○９月１６日（日）千葉県中学校新人体育大会
・男子 ５０ｍ背泳ぎ ２位 錦織 孟徳（にしきおり もうとく） 1-2
・男子２００ｍ個人メドレー ６位 錦織 孟徳（にしきおり もうとく） 1-2
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【その他】
○７月２０日（金）「小さな親切」実行章〔公益社団法人「小さな親切」運動本部〕
・坂谷 凜（さかや りん） 3-1 ・羽斗こころ（はと こころ） 3-2
・長谷川夢叶（はせがわ ゆめか） 3-2 ・板倉菜々花（いたくら ななか） 1-1
・東金市立東金中学校陸上競技部
○８月４日（日）ピティナ・ピアノコンペティション東日本千葉１地区本選
・ソロ部門Ｄ級 入選 苅谷 陽奈（かりや ひな）2-2
○８月６日（月）第７２回秋田市竿燈妙技大会 小若竿燈囃子
・優秀賞（馬口労町竿燈会） 小川 里桜（おがわ りお）2-1
○９月１３日（木）山武郡市中学校英語発表会
・暗唱の部（１年生） １位 板倉菜々花（いたくら ななか） 1-1 県発表会出場

石橋 諒也（いしばし りょうや）1-4 県発表会出場
・暗唱の部（２年生） ４位 佐久間玲菜（さくま れな） 2-2
・暗唱の部（３年生） 塚田 瑞貴（つかだ みずき） 3-4
・スピーチの部 藤田 岳史（ふじた たけし） 3-3
○９月１４日（金）山武郡市児童生徒科学作品展
・科学論文の部 銀賞 小川 乃愛（おがわ のあ） 2-5

〃 稲吉 希美（いなよし のぞみ） 2-2
〃 板倉菜々花（いたくら ななか） 1-1
銅賞 秋山 隆太（あきやま りゅうた）2-2
〃 江川さくら（えがわ さくら） 2-1
〃 堀切 颯太（ほりきり そうた） 2-5
〃 武藤 愛奈（むとう えな） 1-1
〃 齋藤 司（さいとう つかさ） 1-2
〃 九鬼 唯榎（くき ゆいか） 1-3

・工夫作品の部 銅賞 山田 夢翔（やまだ ゆめと） 1-1
○１１月１５日（木）「税の標語」
・銀賞 松尾 結愛（まつお ゆいな） 3-1 ・銅賞 中村 夏実（なかむら なつみ）3-2
○１０月７日（日）東金市優秀選手表彰
・内山 拓海（うちやま たくみ） 1-1 ＊ポニーベースボール日本代表・アジア代表決定戦準優勝
・錦織 孟徳（にしきおり もうとく） 1-2 ＊ＪＯＣジュニアオリンピック夏季水泳競技大会・２種目で大会新記録１位
○１０月９日（火）山武郡市読書感想文コンクール（中学校の部）
・最優秀賞 山田 夢翔（やまだ ゆめと） 1-1
・優 良 賞 鵜澤 真花（うざわ まな） 1-5
・ 〃 秋葉ひなた（あきば ひなた） 1-2
・佳 作 板倉菜々花（いたくら ななか） 1-1
○１１月１５日（木）中学生の「税についての作文」
・公益社団法人東金法人会長賞 永井 敦也（ながい あつや） 3-1
○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

○１０月２６日（金）千葉県体育協会優秀選手章表彰
・錦織 孟徳（にしきおり もうとく） 1-2
○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
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○１０月１５日（月）真亀川をきれいにする協議会ポスター展
・優良賞 戸田 凜（とだ りん）1-3
○ 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
○１１月３０日（金）千葉県教育研究会造形教育部会作品展覧会
・入 選 小川 里桜（おがわ りお）2-1
・入 選 鵜澤 広人（うざわ ひろと）2-3
○１１月 ９日（金）山武郡市小中学校図画工作美術作品審査会
＜版画の部＞ ・入選 戸田 那愛（とだ なちか） 2-1

・ 〃 渡邉穂乃可（わたなべ ほのか） 2-2
＜描画の部＞ ・入選 武藤 雪歩（むとう ゆきほ） 1-2

・ 〃 石川 公康（いしかわ きみやす）2-1
・ 〃 小川 萌夢（おがわ もえむ） 2-3
・ 〃 三浦 愛海（みうら なるみ） 2-3
・ 〃 金田 澪奈（かねだ れいな） 2-5
・ 〃 秋山 夢羽（あきやま ゆめは） 3-1
・ 〃 中村 夏実（なかむら なつみ） 3-2
・ 〃 荒井 春美（あらい はるみ） 3-4
・ 〃 塚田 瑞貴（つかだ みずき） 3-4
・ 〃 藤代 彩乃（ふじしろ あやの） 3-4

＜デザインの部＞・入選 石森 愛奏（いしもり あいか） 2-1
・ 〃 小川 実佳（おがわ みか） 2-3
・ 〃 小川 乃愛（おがわ のあ） 2-5
・ 〃 吉屋 拓登（よしや たくと） 3-2
・ 〃 佐藤 梨央（さとう りお） 3-3
・ 〃 細谷 海人（ほそや かいと） 3-3
・ 〃 横田 彩音（よこた あやね） 3-3
・ 〃 竹本 光希（たけもと みるき） 3-4
・ 〃 寺門 佑真（てらかど ゆうま） 3-4
・ 〃 吉橋 姫璃（よしはし ひめり） 3-4

○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
・入選 石栗 矢（いしぐり なお） 1-2


