
表彰等 活動報告

剣道部

第８ブロック中学校冬季剣道大会
男子の部
第５位 竹原 力
第５位 渡部 雄斗
第９位 富岡 将貴
第９位 前田 琢磨

女子の部
第９位 相原 葵
第９位 相馬 亜湖

陸上部

第56回 東京都中学校ロードレース大会

男子2･3年 2km競走
第３位 6′49″ 加藤 蓮
第３位 6′53″ 島岡 来茉

女子2･3年 2km競走
第１位 6′47″ 髙山 玲渚

女子2･3年 1km競走 ※レースごと

第２位 3′30″ 中野 珠瑚 に順位がつい

第４位 3′35″ 金井 そら ています。

第５位 3′35″ 磯部 華南

第８位 3′38″ ローガン 梨路

女子1年 1km競走
第１位 3′29″ 内田 栞那

第３位 3′33″ 新條 沙彩

第４位 3′39″ 岡 小春

第５位 3′42″ 井口 幸来

第６位 3′41″ 福田 乙葉

防災ノート活用促進月間

防災標語コンクール
優秀賞 菊地 凌太
助け合い 周りの「命」見捨てるな！

学力コンテスト(1/9実施) 成績優秀者
国語

１年
菊地 凌太 小沼 青蓮 志村 大輝 下山田 蓮治
中橋 知理 松下 真樹 渡部 悠真 井口 幸来
岡田 凜音 北村 ゆら 小林 葵 八木 菫子
浅倉 大和 百目鬼 祥太 平井 琉久 坂田 愛美

田中 悠月 三井田 朋加 中安 亮平 森田 裕太
内田 栞那 枝尾 萌花 佐藤 京香 成田 優美
藤中 美羽 大木 雅斗 大橋 啓人 大東 立樹
森田 瑛音 輻形 智也 吉野 智稀 浅見 裕佳
京極 ヌーリメリナ 國井 優衣 髙水 月菜
武田 栞 西井 花凛 本橋 青空 森田 明日香
２年
榎本 涼花 河野 悠輝 古谷 萌乃 玉造 葵月
３年
磯部 眞実 木村 絢 平井 希実 田中 聖愛

英語

１年
菊地 凌太 北村 ゆら 加藤 遙夏 下畑 あき
堀部 世玲菜 森田 南美 浅倉 大和 岩尾 永航
石鉢 愛華 坂田 愛美 田中 悠月 前田 莉奈
八木下 心彩 有田 龍之介 枝尾 萌花 田中 凜
宮本 遥可 渡邉 夏歩 飯田 鼓太郎 大橋 啓人
千葉 祐大 浅見 裕佳 薄井 ひかる 國井 優衣
髙水 月菜 武田 栞 辻 妃翠 本橋 青空
２年
殿村 有紀
３年
小林 恵陸 田中 悠太 山田 銀夜 磯部 眞実
沖倉 花 木村 絢 八巻 駿 戸賀沢 ほのか
林 天音 坂本 優人 朝倉 かいら 石岡 莉緒
近藤 百桃 佐々木 敬哉 中山 匠 仁見 丈
武藤 慧 伊藤 愛実 北川 瑞貴 小暮 悠太
髙山 幸聖 磯崎 真尋 岡 小雪 北川 楓
奈良野 綾花 野﨑 貴絵 向山 優菜

～ お詫びと訂正 ～

学校だより１１号で「明るい選挙啓発ポスターコンクール」

入選者を紹介しましたが、森本裕一君が入選者リストから抜

けておりました。森本君、ごめんなさい。訂正をお願いいた

します。

１､２年生の保護者の皆様へ

平成３０年度当初予定について、保護者会等、以下
のように計画しております。ご確認ください。

当初保護者会 ４月２１日(土) ＡＭ

部活動保護者会 ５月 ８日(火) ＰＭ

ＰＴＡ総会 ５月１１日(金) ＰＭ

３月の予定 ( )内の数字は学年

日 曜 予 定 日 曜 予 定

１ 木 学年末考査(1･2) 都立一次発表 １７ 土

２ 金 保護者会(1) １８ 日

３ 土 １９ 月 卒業式準備

４ 日 ２０ 火 第52回 卒業式

５ 月 保護者会(2) ２１ 水 春分の日

６ 火 生徒委員会 都立二次出願 ２２ 木 大掃除

７ 水 ２３ 金 修了式

８ 木 読書発表会 ２４ 土

９ 金 専門委員会 都立二次入試 ２５ 日

１０ 土 音楽のまちづくりコンサート ２６ 月 春季休業日 始

１１ 日 ２７ 火

１２ 月 ２８ 水

１３ 火 ２９ 木

１４ 水 ３０ 金

１５ 木 都立二次発表 ３１ 土

１６ 金 卒業式予行

４月の主な予定 ６日(金) 始業式 ９日(月) 第53回 入学式 ２１日(土) 土曜授業公開・保護者会

２７日(金) 離任式 ３０日(月)～５/２(水) スプリング・スクール(1)




