
表彰等 活動報告

吹奏楽部
第１７回 東日本吹奏楽大会

中学校部門 銅 賞

陸上部
第８部ブロック中学校学校対抗陸上競技大会
総合の部 第２位 １７７点
女子の部 第２位 １１６点
男子の部 第３位 ６１点

〈男子〉
３年男子 100ｍ 第４位 11″99 三ツ木 崚雅
共通男子 3000ｍ 第４位 10′11″80 髙山 幸聖
共通男子 800ｍ 第３位 2′ 9″21 髙山 幸聖
１年男子 100ｍ 第３位 17″86 大橋 啓人

第６位 19″49 志村 大輝
２年男子 100ｍH 第５位 19″67 寺岡 史恩

第７位 19″89 糸井 竜吾
３年男子 100ｍH 第７位 21″21 田中 悠太
１､２年男子走高跳 第２位 1ｍ45 糸井 竜吾
１､２年男子走幅跳 第５位 5ｍ13 島岡 来茉
共通男子砲丸投 第６位 7ｍ46 武藤 慧
１年男子 4×100ｍ 第４位 56″12

森田 裕太 飯田 鼓太郎
中野 裕樹ジョン 大橋 啓人

２年男子 4×100ｍ 第４位 48″91
加藤 蓮 島岡 来茉
寺岡 史恩 糸井 竜吾

共通男子 4×100ｍ 第５位 48″60
髙山 幸聖 三ツ木 崚雅
田中 悠太 武藤 慧

〈女子〉
１年女子 100ｍ 第５位 14″33 福田 乙葉
３年女子 100ｍ 第３位 13″15 岡 小雪
共通女子 1500ｍ 第１位 4′40″64 髙山 玲渚
１､２年女子 800ｍ 第１位 2′19″10 髙山 玲渚
３年女子 800ｍ 第７位 2′42″50 清水 彩花
１年女子 100ｍH 第２位 18″87 岡 小春

第３位 19″41 橋本 智華
３年女子 100ｍYH 第３位 17″95 小林 優衣

第４位 18″20 井口 凜
１､２年女子走高跳 第２位 1ｍ30 中野 珠瑚

第３位 1ｍ30 森 愛珠
３年女子走高跳 第２位 1ｍ41 清水 彩花

第４位 1ｍ41 井口 凜
第７位 1ｍ30 小山 琴未

１､２年女子走幅跳 第４位 4ｍ34 磯部 華南
第６位 4ｍ30 金井 そら

第７位 4ｍ25 工藤 莉亜沙
３年女子走幅跳 第１位 5ｍ08 岡 小雪

第８位 4ｍ19 亀川 梨留
３年女子砲丸投 第２位 9ｍ54 亀川 梨留
１年女子 4×100ｍ 第２位 56″42

内田 栞那 福田 乙葉
岡 小春 新條 沙彩

共通女子 4×100ｍ 第２位 57″21
亀川 梨留 岡 小雪
小林 優衣 井口 凜

第７０回 東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大会

女子共通 1500ｍ 第１位 4′ 40″46 髙山 玲渚

バレーボール部
第８ブロック女子バレーボール新人大会

優 勝 （都大会出場）
剣道部
第８ブロック中学校秋季剣道大会

男子団体 第３位
第８～１１ブロック合同中学校秋季剣道大会

男子団体 準優勝 （都大会出場）

第１２回 ふっさ七夕国際絵画コンクール
佳作 遠藤駿作

第４回 全国ユースアルティメット選手権大会
中学生部門 優勝 ＧＯＮＡ Ｕ１５
倉鹿野 南鼓音 野島 輝人 野口 航 山田 隼輔
下山田 蓮治 竹本 航士 岩尾 永航 八木 菫子
森本 月星 井上 知優 黒木 羽菜

福生市 青少年意見発表会

１０月２９日(土)午後、市民会館小ホールにて、「福
生市青少年の意見発表会」が行われました。この日は本
校から２名が意見発表を行いました。また、あわせて善
行少年表彰も行われました。意見発表者とテーマ、並び
に善行少年表彰受賞者を紹介させていただきます。

意見発表者

加藤 遙夏 「今、自分にできること」

佐藤 安希子 「今、できること」

表彰受賞者

植松 彩華 ～ 福生消防少年団での活動

福生二中生徒会～ 災害支援募金活動等

※ 福生市民総合大会の結果（陸上、ソフトテニス、剣道）

は、紙面の都合上次号で紹介させていただきます。

１１月の予定 ( )内の数字は学年

日 曜 予 定 日 曜 予 定

１ 水 朝礼 １６ 木

２ 木 ロープスキッピング教室 １７ 金 避難訓練

３ 金 文化の日 １８ 土

４ 土 １９ 日

５ 日 英検二次 ２０ 月 期末考査 ( 音 国 美 )

６ 月 ２１ 火 〃 ( 社 英 技家 ）

７ 火 三者面談期間 終 ２２ 水 〃 ( 理 数 保体 )

８ 水 実力テスト(3) ２３ 木 勤労感謝の日

９ 木 第4回ロープスキッピング大会 生徒委員会 ２４ 金

１０ 金 専門委員会 ２５ 土

１１ 土 ２６ 日

１２ 日 市Ｐ連球技大会 ２７ 月

１３ 月 考査一週間前 ２８ 火

１４ 火 ２９ 水

１５ 水 ３０ 木 保護者会(2)

１2月の主な予定
５日(火)～１１日(月) 面談期間(3) ２２日(金) 大掃除 ２５日(月) 終業式 ２６日(火) 冬季休業日 始


