
                              表彰及び賞状伝達
                                                           

  【①　陸上競技の部　賞状伝達】

◆　水戸市中学校総合体育大会 陸上競技の部

種目 結果

［男子の部］ 名前

共通砲丸投 第２位 佐々木　勇人

共通８００Ｍ 第３位 古澤　健太

四種 第４位 篠﨑　翔太

1年男子１００M 第４位 正路　和也

男子２００M 第５位 幡谷　将史

共通走高跳 第７位 永山　創大

共通３０００M 第７位 若井　快樹

２年男子１００M 第８位 髙木　怜利

［女子の部］

共通走幅跳び 第４位 吉成　朋夏

女子２００M 第８位 小川　鈴

女子１００MH 第８位 佐々木　希美

◆　中央地区中学校総合体育大会 　陸上競技の部

１年１００Ｍ 第３位 正路　和也 （通信陸上出場決定）

共通８００Ｍ 第６位 古澤　健太 （通信陸上・県大会出場決定）

共通走高跳 第４位 永山　創大 （通信陸上・県大会出場決定）

共通砲丸投 第８位 佐々木　勇人 （通信陸上・県大会出場決定）

◆　第５６回水戸市体育祭市民競技大会 　陸上競技の部平成29年6月4日

砲丸投 第２位 佐々木　勇人 メダル

記録１０ｍ０４

                                          

  【②　水泳競技の部　賞状伝達】

◆　第５２回水戸市中学校総合体育大会 平成29年6月10日

［女子の部］

女子５０ｍ自由形 第２位 上岡　歩瑠

女子１００ｍ自由形 第２位 上岡　歩瑠

女子５０ｍバタフライ 第３位 石田　博音

女子１００ｍ背泳ぎ 第４位 石田　博音

女子５０ｍバタフライ 第５位 小城　春佳

女子１００ｍバタフライ 第５位 小城　春佳

女子１００ｍ平泳ぎ 第５位 笹嶋　志栞

女子２００ｍメドレーリレー 第２位 茨城大学教育学部附属中学校

石田　博音

笹嶋　志栞

上岡　歩瑠

小城　春佳

女子２００ｍメドレーリレー 第２位 茨城大学教育学部附属中学校

石田　博音

小城　春佳

笹嶋　志栞



上岡　歩瑠

［男子の部］

男子５０ｍ平泳ぎ 第３位 岩本　和樹

男子１００ｍ平泳ぎ 第３位 坂田　裕樹

男子１００ｍ平泳ぎ 第４位 岩本　和樹

男子１００ｍ背泳ぎ 第４位 照山　直

男子２００ｍ自由形 第４位 照山　直

男子５０ｍ背泳ぎ 第５位 横川　駿一郎

男子２００ｍ自由形 第６位 坂田　裕樹

男子２００ｍメドレーリレー 第３位 茨城大学教育学部附属中学校

岩本　和樹

照山　直

坂田　裕樹

岡田　新平

◆　第５６回水戸市体育祭市民競技大会 水泳競技の部 平成29年6月11日

［中学生女子の部］

女子５０ｍ自由形 第１位 上岡　歩瑠

女子５０ｍバタフライ 第２位 上岡　歩瑠

女子２５ｍバタフライ 第３位 石田　博音

女子２００ｍメドレーリレー 第２位 茨城大学教育学部附属中学校

石田　博音

笹嶋　志栞

上岡　歩瑠

小城　春佳

女子２００ｍフリーリレー 第２位 茨城大学教育学部附属中学校

石田　博音

小城　春佳

笹嶋　志栞

上岡　歩瑠

［男子の部］

男子２５ｍバタフライ 第２位 横川　駿一郎

男子２５ｍ平泳ぎ 第２位 岩本　和樹

男子５０ｍ平泳ぎ 第３位 岩本　和樹

男子５０ｍ自由形 第３位 正路　和也

◆　平成29年度県北・中央・県東地区総体中学校水泳競技の部 平成29年6月23日

［中学生女子の部］

女子１００ｍ自由形 第１位 上岡　歩瑠

女子２００ｍ自由形 第１位 上岡　歩瑠

女子２００ｍバタフライ 第５位 石田　博音

女子１００ｍ背泳ぎ 第５位 石田　博音

女子２００ｍ個人メドレー 第６位 笹嶋　志栞

女子４００ｍメドレーリレー 第３位 茨城大学教育学部附属中学校

石田　博音

笹嶋　志栞

上岡　歩瑠

小城　春佳

女子４００ｍフリーリレー 第３位 茨城大学教育学部附属中学校

石田　博音



小城　春佳

笹嶋　志栞

上岡　歩瑠

男子２００ｍ個人メドレー 第３位 坂田　裕樹

男子２００ｍ自由形 第４位 照山　直

男子１００ｍ平泳ぎ 第６位 岩本　和樹

男子２００ｍ平泳ぎ 第６位 坂田　裕樹

   【③　競技の部　賞状伝達】

[個人の部］
◆埼玉県アーチェリー協会主催２０１７関東地区小・中学校アーチェリー大会平成29年5月19日

３０Mラウンド男子の部　　 第６位 佐々木　勇人

３０Mラウンド女子の部　　 第７位 冨永　いまり

◆県民総合体育大会兼国民体育大会茨城県大会　アーチェリー競技　小・中学生の部平成29年6月17日

男子30･30Mラウンド女子の部　　 第１位 佐々木　勇人

女子30･30Mラウンド女子の部　　 第１位 冨永　いまり

女子50･30Mラウンド女子の部　　 第１位 冨永　ひすい

◆　水戸市中学校総合体育大会 柔道競技の部 平成29年6月21日

女子個人 52kg 第1位 村井　美香子

◆　水戸市中学校総合体育大会 卓球競技の部 平成29年6月21日

男子シングル 第５位 田中　拓磨

◆　水戸市中学校総合体育大会 剣道競技の部 平成29年6月23日

男子個人 準優勝 沼尾　諒

第４位 赤平　裕貴

女子個人 準優勝 志田　瑛里香

第３位 渡辺　杏奈

第５位 丸岡　加奈

◆　中央地区総体中学校 新体操競技の部 平成29年7月4日

個人総合 第１位 鳥丸　万梨子

種目別 ループ 第１位 鳥丸　万梨子

種目別 ボール 第１位 鳥丸　万梨子

◆　中央地区中学校総合体育大会 柔道競技の部 平成29年7月6日
女子個人 52kg 第1位 村井　美香子

◆　中央地区中学校総合体育大会 剣道競技の部 平成29年7月6日
女子個人 第５位 渡辺　杏奈

[団体の部］

◆　水戸市中学校総合体育大会 バスケットボールの部 平成29年6月23日
男子バスケットボール部 準優勝 茨城大学教育学部附属中学校

永山　創大

女子バスケットボール部 第3位 茨城大学教育学部附属中学校



峯岸　莉子
◆　中央地区中学校総合体育大会 バスケットボール競技 平成29年7月8日
男子バスケットボール部 準優勝 茨城大学教育学部附属中学校

永山　創大
◆　水戸市中学校総合体育大会 剣道競技の部 平成29年6月23日
男子団体 第３位 茨城大学教育学部附属中学校メダル

メダル
赤平　裕貴

女子団体 準優勝 茨城大学教育学部附属中学校メダル
メダル

志田　瑛里香

   【④　文化面　賞状伝達】

◆　第３４回NHK全国放送コンテスト茨城大会

アナウンス部門 第２位 安藏　美樹子
朗読部門 第１位 平田　和香子

◆　水戸市口腔衛生優良児童生徒表彰式 平成29年6月5日
表彰 関根　康太
表彰 幾世橋　侑希
表彰 阿部　円香

◆　「わたしたちの平和」作文コンクール 平成29年7月8日
優秀賞 間宮　小遥
優秀賞 笹島　一太
佳作 冨永　いまり


