
表彰等 活動報告

陸上部
平成２９年度 福生市民総合体育大会
〈男子〉
３年男子 100ｍ 第２位 12″90 武藤 慧
２年男子 100ｍ 第１位 12″80 島岡 来茉

第２位 13″20 加藤 蓮
第３位 13″30 寺岡 史恩

１年男子 100ｍ 第１位 14″00 中野 裕樹ジョン
第２位 14″20 大橋 啓人
第３位 14″60 飯田 鼓太郎

２年男子 200ｍ 第１位 27″00 糸井 竜吾
第２位 27″30 加藤 蓮
第３位 27″80 寺岡 史恩

１年男子 200ｍ 第１位 29″40 大橋 啓人
２年男子 200ｍ 第１位 27″00 糸井 竜吾
２年男子 400ｍ 第１位 1′ 3″20 小原 拓也
２年男子 1500ｍ 第１位 5′ 8″60 小原 拓也
１年男子 1500ｍ 第１位 5′32″00′ 飯田 鼓太郎

1500ｍ 第２位 5′32″80 志村 大輝
1500ｍ 第３位 5′47″50 森田 裕太

２年男子走高跳 第１位 1ｍ59 糸井 竜吾
２年男子走幅跳 第１位 5ｍ15 島岡 来茉
１年男子走幅跳 第１位 4ｍ16 中野 裕樹ジョン

第２位 3ｍ39 石井 健翔
３年男子砲丸投 第１位 8ｍ64 武藤 慧
２年男子砲丸投 第１位 5ｍ72 雨宮 功武
１年男子砲丸投 第１位 5ｍ34 石井 健翔
２年男子4×100ｍR 第１位 50″40

加藤 蓮 島岡 来茉
寺岡 史恩 糸井 竜吾

１年男子4×100ｍR 第１位 56″90
森田 裕太 飯田 鼓太郎
中野 裕樹ジョン 大橋 啓人

〈女子〉
３年女子 100ｍ 第１位 14″50 小林 優衣
２年女子 100ｍ 第１位 14″50 森 愛珠

第２位 14″70 工藤 莉亜沙
第３位 15″20 磯部 華南

１年女子 100ｍ 第１位 14″30 新條 沙彩
第２位 14″30 内田 栞那

１年女子 200ｍ 第１位 29″30 福田 乙葉
第２位 31″10 岡 小春

３年女子 400ｍ 第１位 1′13″10 小林 優衣
１年女子 400ｍ 第１位 1′13″90 岡 小春

２年女子 1500ｍ 第１位 4′55″40 髙山 玲渚
第２位 5′41″90 玉造 葵月

３年女子走高跳 第１位 1ｍ44 清水 彩花
２年女子走高跳 第１位 1ｍ32 中野 珠瑚

第２位 1ｍ23 斉藤 奈々
１年女子走高跳 第１位 1ｍ26 橋本 智華

第２位 1ｍ26 福田 乙葉
３年女子走幅跳 第１位 4ｍ33 岡 小雪

第２位 3ｍ92 亀川 梨留
２年女子走幅跳 第１位 4ｍ21 磯部 華南

第２位 3ｍ94 金井 そら
第３位 3ｍ92 工藤 莉亜沙

１年女子走幅跳 第１位 4ｍ09 内田 栞那
第２位 3ｍ78 新條 沙彩
第３位 3ｍ16 井口 幸来

３年女子 4×100ｍR 第１位 55″70
亀川 梨留 岡 小雪
小林 優衣 清水 彩花

２年女子 4×100ｍR
第１位 57″00 第２位 57″80
中野 珠瑚 森 愛珠 金井 そら ローガン 梨路
磯部 華南 工藤 莉亜沙 髙山 玲渚 斉藤 奈々

１年女子 4×100ｍR 第１位 1′01″20
内田 栞那 福田 乙葉
岡 小春 新條 沙彩

第51回 中学生の税についての作文
東京納税貯蓄組合総連合会

会長賞 長瀬 花里 下畑 はる

西多摩納税貯蓄組合連合会

佳作 小林 恵陸

炎天寺一茶まつり 全国小中学生俳句大会
入選
笹本 真愛「 気づいたら二人の心に小さなポピー 」

三輪 哉 「 川面にあらわれ消える花火かな 」

第47回 野鳥の巣箱コンクール
佳作 岡本 真弥

第55回 中学生作文コンクール
(生命保険文化センター主催)

東京都佳作

小山 琴未 髙水 里央

野﨑 貴絵 藤島 百々奈

１月の予定 ( )内の数字は学年

日 曜 予 定 日 曜 予 定

１ 月 元日 １７ 水 朝礼

２ 火 １８ 木 スキー移動教室(2) 始

３ 水 １９ 金 英検(1･3)

４ 木 ２０ 土 スキー移動教室(2) 終 私立推薦入試

５ 金 冬季休業日 終 ２１ 日

６ 土 ２２ 月 代休(2)

７ 日 ２３ 火 都立推薦出願

８ 月 成人の日 ２４ 水

９ 火 始業式・学力コンテスト ２５ 木

１０ 水 ２６ 金 新入生保護者説明会 市・展覧会 始 都立推薦入試

１１ 木 生徒委員会 ２７ 土 ふっさっ子学習発表会13:00～市民会館 〃

１２ 金 避難訓練 専門委員会 ２８ 日 市・展覧会 終

１３ 土 ２９ 月

１４ 日 ３０ 火

１５ 月 ３１ 水

１６ 火

２月の主な予定
４日(日) 中学生「東京駅伝」大会 於:味の素スタジアム ２７日(火)～３月１日(木) 学年末考査


