
表彰等 活動報告

ハンドボール部
第８ブロック中学校ハンドボール新人大会

女子 準優勝

※ JOC都道府県対抗ジュニアオリンピックカッ
プ 東京都選抜チームのメンバーに本校ハンド
ボール部の 番澤 優太 君 が選出されました。

陸上部
第29回 東京ジュニア陸上大会
女子Ｂ 1500ｍ

第１位 4′40″58 髙山 玲渚
女子ＡＢＣ 円盤投

第２位 24ｍ80 亀川 梨留

※ 第48回ジュニアオリンピック陸上競技大会、
女子Ｂ1500ｍ の代表選手として本校陸上部
の 髙山 玲渚 さん が選出されました。

水泳
平成29年度 福生市民総合体育大会
中学生女子
50ｍバタフライ 第１位 31″99 (大会新)
50ｍ平泳 第１位 37″59 (大会新)
100ｍリレー 第１位 58″95

自由参加リレー 第１位 2′01″86
奈良野 綾花

学力コンテスト(8/29実施) 成績優秀者
国語

１年
内野 桜介 山口 塁人 井口 幸来
加藤 遙夏 北村 ゆら 下畑 あき
堀部 世玲菜 森田 南美 浅倉 大和
井川 夏海 有田 龍之介 亀田 俊輔

森田 裕太 枝尾 萌花 相馬 亜湖
中嶋 さわ子 藤井 優 渡邉 夏歩
石井 健翔 大橋 啓人 笹本 佳誠
浅見 裕佳 國井 優衣 新條 沙彩
西井 花凛 本橋 青空
２年

田中 彰悟 榎本 涼花 中嶋 杏
河野 悠輝 髙山 玲渚 古谷 萌乃
皆川 りい彩 重 陽斗 殿村 有紀
菩提寺 愛華 森田 涼花 高橋 飛羽
関本 真愛 玉造 葵月
３年
片山 真一 香遠 光 小林 恵陸
清水 怜唯 田中 悠太 中安 淳平
天早 朱里 磯部 眞実 沖倉 花
木村 絢 笹本 真愛 濵中 賢
八巻 駿 勝田 梨音 佐藤 萌花
戸賀沢 ほのか 林 天音 三枝 浩哉
坂本 優人 平井 希実 近藤 百桃
髙水 里央 田邉 愛海 岩本 帆流風
髙橋 光 伊藤 愛実 北川 瑞貴
橋本 幸 河野 椋也 笹本 幸輝
浅見 遥香 磯崎 真尋 野﨑 貴絵
藤島 百々奈 向山 優菜

英語

１年
下畑 あき 森田 南美 浅倉 大和
田中 悠月 八木下 心彩 有田 龍之介
中安 亮平 宇津木 華江 田中 凜
大橋 啓人 浅見 裕佳
２年
殿村 有紀
３年
片山 真一 五十畑 風夏 髙山 幸聖

１０月の予定 ( )内の数字は学年

日 曜 予 定 日 曜 予 定

１ 日 １７ 火

２ 月 冬服移行期間 始 １８ 水 生徒委員会

３ 火 生徒委員会 １９ 木 合唱コンクール リハーサル

４ 水 朝礼 ２０ 金 漢検

５ 木 ２１ 土

６ 金 ２２ 日

７ 土 学校公開日 生徒総会 英検 ２３ 月

８ 日 ２４ 火

９ 月 体育の日 ２５ 水 合唱コンクール

１０ 火 合唱練習期間 始 ２６ 木 専門委員会

１１ 水 ２７ 金 進路説明会

１２ 木 ２８ 土 青少年意見発表会 於 市民会館

１３ 金 避難訓練 ２９ 日

１４ 土 ３０ 月 三者面談期間 始

１５ 日 ３１ 火

１６ 月

１１月の主な予定
～７日(火) 三者面談期間 ９日(木) 第４回 ロープスキッピングチャンピオンシップ

２０日(月)～２２日(水) 期末考査 ３０日(水) 保護者会(2)


