
表彰等 活動報告

陸上部

第８ブロック駅伝競走大会

団体の部
女子Ａチーム 優勝
（ 髙山玲渚 磯部華南 中野珠瑚 金井そら 玉造葵月 ）

女子Ｂチーム 第８位
（ 内田栞那 福田乙葉 森愛珠 新條沙彩 岡小春 ）

男子Ａチーム 第７位
（小原拓也 加藤蓮 志村大輝 髙山幸聖 糸井竜吾 島岡来茉 ）

個人の部
区間賞 髙山 玲渚（女子１区）玉造 葵月（女子５区）
女子3km 髙山 玲渚（１位）玉造 葵月（７位）
女子2km 磯部 華南（６位）中野 珠瑚（９位）

東日本女子駅伝
髙山 玲渚 東京チームのメンバーとして出場
４区3km 区間６位（ 10′14″ )

都道府県対抗女子駅伝

髙山 玲渚 東京チームのメンバーとして出場
３区3km 区間３０位（ 10′03″ )

吹奏楽部

２０１７ ＴＡＭＡアンサンブルフェスタ
木管八重奏 金賞
高橋 莉子 安本 優花 坂本 玲奈 瀬戸 優衣
佐々木 愛莉 近藤 春子 加藤 遙夏 野家 琳

明るい選挙啓発ポスターコンクール
入選 佐藤 安希子 石井 涼音

高橋 飛羽 古谷 萌乃

福生市小中学校展覧会 出品者

美術
３年
漆工芸丸盆
小阪 愛弥 遠藤 駿作 光吉 愛 佐藤 音花
三枝 浩哉 藤島 百々奈 向山 優菜

水墨画うちわ
沖倉 花 山﨑 響 三浦 匠大侍 成田 彩佳

祝儀袋
笹本 真愛 古谷 大夢 斉藤 茉奈 笹本 幸輝
磯崎 真尋 野﨑 貴絵

２年
自分をあらわすキャラクター
中嶋 杏 アヌマカ･ジェラード知以麿 髙瀨 莉子
阪下 治親 高橋 飛羽 関本 真愛

１年
色彩構成
大野 彩 岡 小春 中安 亮平 吉田 虎琉

※ 美術の作品は、２月１３日(火)～１８日(日)に東
京都美術館で開催される「第６７回東京都公立
学校美術展覧会」にも展示されます。

技術

１年 手作りラック
古口 智也 谷 航希 中橋 知理 山口 塁人
野家 琳 内井 正輝 勝田 智己 平井 琉久
平田 遥 宮本 遥可 森田 裕太 森田 瑛音
畑 海吏 宇津木 華江 中嶋 さわ子
井上 萌衣 薄井 ひかる

家庭

３年 幼児のおもちゃ（はさめるマスコット）
磯部 眞実 小阪 愛弥 筑紫 瑠奈 大村 さくら
佐藤 音花 細谷 勇綺 村岡 美優 川西 洸介
佐藤 有紗 野﨑 貴絵 向山 優菜

１年 ブックカバー
山口 塁人 加藤 遙夏 浅倉 大和
石鉢 愛華 中嶋 さわ子 渡邉 夏歩
京極ヌーリメリナ 國井 優衣

ふっさっ子学習 発表会 発表者など

いじめ防止標語 受賞者
２年 阪下 治親
いじめがあると 福が生まれる 町じゃない

１年 八木下 心彩
なみだ出る 心にささる いじめの矢

いじめを許さないまち―アイディア１０― 関連
２年 石井 涼音

英語活動発表 関連
２年 安藤 葵 大井 悠輔 磯部 華南
１年 宮本 遥可 渡邉 夏歩 大橋 啓人

※ 発表者以外の人も興味がある人は参加できま
す。服装等は、通常の学校生活に準じてくだ
さい。

２月の予定 ( )内の数字は学年

日 曜 予 定 日 曜 予 定

１ 木 都立推薦発表 １５ 木

２ 金 １６ 金 避難訓練

３ 土 １７ 土

４ 日 第９回 中学生「東京駅伝」 於:味の素スタジアム １８ 日

５ 月 １９ 月

６ 火 生徒委員会 都立一次出願 ２０ 火 考査一週間前

７ 水 朝礼 専門委員会 〃 ２１ 水

８ 木 ２２ 木

９ 金 漢検 ２３ 金 新入生説明会 都立一次入試

１０ 土 私立一般入試 ２４ 土 〃

１１ 日 建国記念の日 〃 ２５ 日

１２ 月 振替休日 〃 ２６ 月

１３ 火 ２７ 火 学年末考査( 国 理 数 )

１４ 水 ２８ 水 〃 （英 社 保体）

３月の主な予定 １日(木) 学年末考査（1･2年のみ 技家 美 音） ２日(金) 保護者会(1)

５日(月) 保護者会(2) １６日(金) 卒業式予行 ２０日(火) 卒業式 ２３日(金) 修了式


