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令和元年度《表彰の記録》
【陸上競技部】
○４月２０日（土）山武郡市中学校春季記録会

・共通男子８００ｍ １位 ３－２

・共通男子１５００ｍ １位 ３－２

・共通男子１１０ｍＨ １位 ２－３

・２年男子１００ｍ ２位 ２－３

・共通男子８００ｍ ２位 ２－２

・共通男子走高跳 ３位 ３－２

・共通男子１５００ｍ ４位 ２－２

・共通男子走高跳 ４位 ３－４

・共通男子砲丸投 ４位 ３－４

・共通男子３０００ｍ ５位 ３－４

・共通男子走幅跳 ５位 ３－３

・共通男子４００ｍ ６位 ３－２

・共通男子１５００ｍ ６位 ２－１

・共通男子１１０ｍＨ ６位 ３－２

・共通男子砲丸投 ７位 ３－５

・２年男子１００ｍ ８位 ２－４

・共通男子３０００ｍ ８位 ２－１

・共通女子２００ｍ １位 ２－２

・共通女子４種 １位 ３－４

・２年女子１００ｍ ２位 ２－２

・共通女子１５００ｍ ８位 ３－４

・県大会 松井・伊藤

○６月１日（土）・２日（日）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

・共通男子走高跳 ８位 野間 智晴 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 尾髙 愛菜 ３－４

・共通男子１１０ｍＨ 浜田 翔真 ２－３県大会出場

〇千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

・武藤 空多 １－２ １年 １５００ｍ決勝進出

・中野 大翔 １－３ １年 １５００ｍ決勝進出



- 2 -

○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 髙塚 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 柴田 優樹 ３－５

・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

・共通男子４×１００Ｒ ４位

・男子総合 優勝

・男女総合 準優勝

・１年女子１００ｍ ７位 石橋 輝 １－５

・１年女子１００ｍ ８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 尾髙 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

○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
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○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県大会出場

・共通男子１１０ｍＨ ２位 浜田 翔真 ２－３県大会出場

・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県大会出場

・共通男子２００ｍ １位 尾花 雷人 ２－４県大会出場

・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県大会出場

・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 県大会出場

・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

○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

○１０月１９日（土）山武郡市中学校駅伝競走大会

・男子の部 Ａチーム 優勝 県大会出場

・男子の部 Ｂチーム ７位

・女子の部 ５位

・１区区間賞 中野 大翔 １－３

・４区区間賞 松井 隼斗 ３－２

・５区区間賞 武藤 空多 １－２

・男子オープンレースの部 １位 佐々木 秀一郎 １－４

・女子オープンレースの部 １位 鈴木 あおい ２－２

○１月１０日（金）

・陸上競技 小中体連優秀選手表彰 伊藤 愛理 ２－２

【陸上競技部・バスケットボール部】
○１２月７日（土）新人駅伝大会山武地区代表選考会

・男子の部 優勝 県大会出場

・女子の部 ３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）

塩津 由実 ３－５ 生田目愛心 ３－５

○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

畠山 七海 ３－４ 生田目愛心 ３－５

伊東 愛華 ２－３ 塩津 亜実 ２－３

○１０月２６日（土）匝瑳市民体育大会

・ソフトボールの部 準優勝
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【バスケットボール部】
〇１２月８日（日）平成３１年度 ちばジュニア強化指定選手証

・中根 士温 ２－３

【サッカー部】
〇１０月６日（日）山武郡市秋季大会 優勝

〇１２月２２日（日）Ｕ１３サッカー選手権大会山武支部予選 準優勝

【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

○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

○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

○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 県大会出場

〇７月２７日（土）千葉県中学校総合体育大会女子バレーボール出場

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

○９月２９日（日）山武郡市秋季大会女子バレーボール 優勝

○１２月８日（日）わかしおスポーツクラブ杯争奪バレーボール大会 ３位（女子の部）

〇１２月１４日（土）茂原カップバレーボール大会 準優勝

〇２月１日（土）中学校バレーボール１年生大会 男子 ３位

○２月２日（日）中学校バレーボール１年生大会 女子 優勝 県大会出場権獲得

【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

・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

○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

○６月２９日（土）ちばジュニア強化指定選手証

・下村勘太郎 ３－２ 下村啓次郎 ２－１

○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

・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

○９月２９日（日）山武郡市秋季大会

・男子シングルス 優勝 下村啓次郎 ２－１

○１２月８日（日）県中学校新人体育大会 卓球の部

・男子シングルス ５位 下村啓次郎 ２－１

○１２月２１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 下村啓次郎 ２－１
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【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 ２－３＊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 ３－３

小髙 陽 ３－２

３位 永野 拳龍 ２－１

石橋 諒也 ２－３

○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

○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 小髙 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

○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 聖和 ２－１

大村 亮太 １－４

３位 石橋 諒也 ２－３

大木 啓嗣 ２－２

○１月２５日（土） 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 優勝 大村 亮太 １－４

〇２月 ８日（土） 第６回ＳＡＮＢＵロビンカップバドミントン大会 男子団体 優勝

【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

○７月１３日（土）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 遥２－２

岩城れいら２－２ 齋藤 明夢２－３ 山條愛華２－４

○９月２８日（土）山武郡市秋季大会 女子団体 ４位

〇１１月 ２日（土）山武市秋季ソフトテニス大会 女子の部 ３位

〇１１月３０日（土）山武郡市中学校ソフトテニス

・１年生大会 ３位 森 宥太 鵜沢 向希
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【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 ㎏級 ３位 寺門 伸晃 １－３

・男子 ㎏級 ３位 吉野 克飛 １－４

○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 ㎏級 ３位 吉野 克飛 １－４

○総合体育大会「心」の部 親切賞

○１０月 ５日（土）山武郡市秋季大会 男子団体 ３位

・個人戦

・男子 ㎏級 準優勝 片山 修斗 １－３

・男子 ㎏級 ３位 川越 俊征 １－５

・男子 ㎏級 ３位 鈴木 涼太 １－６

・男子 ㎏級 ３位 寺門 伸晃 １－３

○１１月９日（土）ちばジュニア強化指定選手証

・

○１月１１日（土）東金市少年柔道大会

・個人戦

・中学生 量級 準優勝 吉野 克飛 １－４

・中学生 量級 ３位 寺門 伸晃 １－３

・中学生 量級 ３位 片山 修斗 １－３

・中学生 量級 ３位 川越 俊征 １－５

【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

○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

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



- 7 -

【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

・中学校の部打楽器八重奏 最優秀グランプリ賞・最優秀賞

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

〇７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 東関東大会出場

（２・３年全員，１年：齋藤 光希）

〇９月２１日（土） 東関東吹奏楽コンクール 金賞 東日本学校吹奏楽大会出場

（２・３年全員，１年：齋藤 光希）

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

〇１１月 ２日（土）日本管楽合奏コンテスト全国大会 文部科学大臣賞

最優秀グランプリ賞

（２・３年全員＋１年：齋藤 光希・山本 歩毅・大塚 朱莉・入井 菜花・小倉 碧乃）

〇１１月１６日（土）・１７日（日）山長夷地区アンサンブルコンテスト

＊金管八重奏 金賞 県大会出場

磯田 真優３－３ 増田 佳音２－４ 戸田 凜２－４ 齋藤 光希１－６

布施 空虎３－５ 小川 萌華３－４ 溝渕 麟２－１ 江澤 佑斗２－２

＊フルート三重奏 金賞 県大会出場

石森 愛奏３－１ 阿部島凛果２－１ 髙山菜々美２－２

＊打楽器八重奏 金賞 県大会出場

稲吉 希美３－２ 江畑 統司２－４ 矢野 詩恩２－４ 小倉 碧乃１－５

阿部 海斗２－２ 山本 歩毅１－１ 片岡 望愛２－３ 本田 奏人１－６

＊ユーホ・チューバ四重奏 金賞

子安 志歩３－４ 鵜澤 真花２－１ 小森 慶吾１－４ 久保田清士朗２－４

＊サキソフォーン四重奏 金賞

付 彤一 ３－１ 板倉菜々花２－２ 石栗 矢２－２ 田代 結衣３－３

＊クラリネット四重奏 金賞

秋葉ひなた２－４ 三橋 花音２－４ 髙宮 颯良１－１ 齋木 芽依２－３

＊管楽八重奏 銀賞

鈴木 芹青１－１ 須田 晴菜１－１ 廣瀬 友香１－２ 田口真由奈１－５

元松 彩季１－３ 中村 可奈１－６ 髙橋 梨奈１－６ 大塚 朱莉１－２

〇１２月２１日（土）２２日（日）県アンサンブルコンテスト

＊打楽器八重奏 金賞

稲吉 希美３－２ 江畑 統司２－４ 矢野 詩恩２－４ 小倉 碧乃１－５

阿部 海斗２－２ 山本 歩毅１－１ 片岡 望愛２－３ 本田 奏人１－６

＊金管八重奏 金賞

磯田 真優３－３ 増田 佳音２－４ 戸田 凜２－４ 齋藤 光希１－６

布施 空虎３－５ 小川 萌華３－４ 溝渕 麟２－１ 江澤 佑斗２－２

＊フルート三重奏 銀賞

石森 愛奏３－１ 阿部島凛果２－１ 髙山菜々美２－２

〇２月 ９日（日）山長夷地区個人コンクール

・鵜澤 真花 ２－１ 金賞 県大会出場権獲得（大会中止）

・江澤 佑斗 ２－２ 金賞 県大会出場権獲得（大会中止）

・板倉菜々花 ２－２ 金賞 県大会出場権獲得（大会中止）

・片岡 望愛 ２－３ 金賞

・阿部島凜果 ２－１ 金賞
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〇２月１３日（水）県議会表彰

・ジュニア打楽器アンサンブルコンクール全国大会 最優秀グランプリ賞

・日本管楽合奏コンテスト全国大会 最優秀グランプリ賞 文部科学大臣賞

〇２月１７日（月）日本ジュニア管打楽器コンクール

・金管八重奏 予選考会通過証明書 全国大会出場（大会中止）

磯田 真優３－３ 増田 佳音２－４ 戸田 凜２－４ 齋藤 光希１－６

布施 空虎３－５ 小川 萌華３－４ 溝渕 麟２－１ 江澤 佑斗２－２

〇２月２０日（木）千葉県音楽振興協議会 感謝状

・日本管楽合奏コンテスト全国大会 最優秀グランプリ賞 文部科学大臣賞

○３月９日（月）東金市教育委員会児童・生徒表彰

芸術・文化の分野 吹奏楽部

【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

○１１月２日（土）千葉県中学校新人体育大会 新体操団体２位

○１１月２日（土）千葉県中学校新人体育大会 新体操

・個人総合 ８位 渡辺しゃら １－３

【小中体連優秀選手表彰】
○１月１０日（金） 新体操 団体

・竹本 光来２－４ ・渡辺しゃら １－３

・土屋 果歩１－３ ・樋口 菜々 １－２

・谷嶋 彩姫１－６

【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関東大会出場

・女子２００Ｍバタフライ ４位 金田 澪奈 ３－５関東大会出場

・女子４００Ｍ自由形 ５位 金田 澪奈 ３－５関東大会出場

○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

○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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○１１月８日（金）千葉県小中学校体育連盟

・優秀選手賞 錦織 孟徳 ２－４

○２月１３日（水）県議会表彰

・全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会

錦織 孟徳 ２－４

○３月９日（月）東金市教育委員会児童・生徒表彰

スポーツの分野

錦織 孟徳 ２－４ 川上 直輝 ２－１

【空手】
〇１１月４日（水）ＪＫＪＯ全日本ジュニア空手選手権大会

・優勝 鵜澤 向日葵（うざわ ひまわり）１－２

【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

髙野まりん 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

【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

・秋場 ユウ ３－４

【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

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

【税の標語】
〇１１月１１日（月）東京国税局間税会連合会「税の標語」

・入賞 戸田 那愛 ３－１

〇１１月１４日（木）東金間税会「税の標語」

・金賞 戸田 那愛 ３－１
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【税の作文】
〇１１月１４日（木）税についての作文

・優秀賞 名取 佳音 ３－２

【人権作文コンテスト】
〇１２月７日（土）千葉県人権作文コンテスト千葉県大会

・奨励賞 石川 真生 １－５

【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

【文集さんむ】
〇１２月１１日（水）文集さんむ

・詩 推薦 関戸 瑠 ３－３

入選 板倉 ひな １－１

九鬼 唯榎 ２－１

小川 実佳 ３－３

・短歌 特選 高垣 未海 １－４

準特選 世良 乙葉 １－５

鵜沢 向希 １－６

入選 麻生 七瀬 ３－５

・俳句 準特選 黒澤 海都 ２－３

入選 佐々木秀一郎１－４

作田 龍心 ２－２

磯田 真優 ３－３

武藤 百那 ３－４

小川 乃愛 ３－５

・作文 推薦 山田 夢翔 ２－４

入選 金田 澪奈 ３－５

長谷川杏妃 １－１

鈴木 芹青 １－１

中村 乃彩 ２－４

【書写展】
〇１月１５日（水）山武郡市小中学校書初め展特別賞

・最優秀賞 齋藤 光希 １－６

・優秀賞 渡辺しゃら １－３

齋木 芽依 ２－３

・優良賞 鈴木 娃凜 １－３

川島 ちほ ２－４

山田 夢翔 ２－４
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【千葉県児童生徒・教職員科学作品展】
科学論文の部

入選 板倉菜々花 ２－２

【山武郡市児童生徒科学作品展】
科学論文の部

金賞 板倉菜々花 ２－２

金賞 九鬼 唯榎 ２－１

銀賞 齋藤 光希 １－６

銅賞 小泉 愛莉 １－１

銅賞 古川 寛大 １－２

銅賞 安田新右衛門 １－３

銅賞 中野 大翔 １－３

銅賞 高垣 未海 １－４

銅賞 魚地 葉月 １－４

銅賞 世良 乙葉 １－５

銅賞 石川 真生 １－５

銅賞 山村 未来 ２－３

銅賞 山條 愛華 ２－４

銅賞 布施さくら ２－４

科学工夫作品展の部

銀賞 山田 夢翔 ２－４

【美術】
〇第３７回明るい社会づくりポスターコンクール

・会長賞 髙宮 颯良 １－１

・銅 長谷川杏妃 １－１

・佳作 家入 玲奈 １－１

石橋 花怜 １－１

石橋 輝 １－５

小川 優輝 １－３

髙梨 大和 １－６

髙野 仁那 １－２

髙橋 梨奈 １－６

〇１０月２４日（木）献血推進啓発ポスター展

・県健康献血福祉部長賞 石川真生 １－５

〇真亀川をきれいにするポスター展

・優秀賞 武藤 信吾 １－２

・優良賞 麻生丈一郎 １－２

〇１２月１１日（水）第６４回こども県展

・県中学校長会長賞 武藤 雪歩 ２－１

・入選 石川 真生 １－５

・佳作 石栗 矢 ２－２

○３月９日（月）東金市教育委員会児童・生徒表彰

芸術・文化の分野 石川 真生 １－５ 武藤 雪歩 ２－１
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〇１１月２２日（日）山武郡市小中図工美術作品展

版画の部

・特選 松本 凜桜 ３－４

・入選 生田目愛心 ３－５

絵画の部

・入選 三浦 沙千 ３－１

秋山 隆太 ３－２

薄葉 汐音 ３－３

鵜澤 広人 ３－３

関戸 瑠 ３－３

石栗 矢 ２－２

武藤 玲亜 １－３

デザインの部

・特選 中尾 乙葉 ２－２

・入選 江川さくら ３－１

小川 里桜 ３－１

坂本 理紗 ２－１

澤田 幸 ２－３

樋口 良佳 ２－３

亀﨑 凰我 ２－３

原島 妃里 ２－４

山田 夢翔 ２－４

【技術・家庭科作品展】
〇２月１日（土）山武郡市中学校技術・家庭科作品展

・優秀賞 作田 龍心 ２－２

齋藤 明夢 ２－３

川島 ちほ ２－４

山田 夢翔 ２－４

星野 樺恋 ３－１

渡邊穂乃可 ３－２

柏木 日向 ３－３

小川 美佳 ３－３

関戸 瑠 ３－３

小川 萌夢 ３－３

金森 夢月 ３－４

川上 直城 ３－５

山岸 咲良 ３－５


