
 生徒の活躍　2014年度 №1

◎運動部関係
部活動 大会名 種目 成績 個人選手名 学年 備考 大会日 大会場所

２位 松本　彩那 ３年
３位 山本　里奈 ３年

女子団体の部 ベスト８ 東和中学校
男子団体の部 ベスト１６ 東和中学校
女子団体の部 ３位 東和中学校
男子団体の部 ３位 東和中学校
女子個人の部 ３位 松本　彩那 ３年

５位 宮井　龍之介 ３年
５位 戸石　亘哉 ３年

女子団体の部 ５位 東和中学校
男子団体の部 ３位 東和中学校
男子団体 ３位 東和中学校
女子個人 ５位 武林　椰 ２年
男子個人 １位 下村　亮 １年
女子個人の部 ３位 武林　椰 ２年
男子個人の部 ５位 下村　亮 １年
中学生の部男子 ３位 武林　玖 １年
中学生の部男子 ３位 坂口　詩述 １年
中学生の部女子 ２位 武林　椰 ２年
男子団体の部 ３位 東和中学校 県中学校総体出場
男子個人９０㎏超級 ２位 柴田　大介 ３年 県中学総体出場
男子個人７３㎏級 ３位 間嶋　祐一郎 ２年
男子個人７３㎏級 ３位 野口　智生 ３年
男子団体 ３位 県大会出場
男子個人73kg以下級 １位 東　海玖亜 １年 県大会出場
男子個人73㎏以下級 ３位 間嶋祐一郎 ２年
男子個人60㎏以下級 ３位 辻岡　稔基 ２年
男子個人60㎏以下級 ３位 竹川　海 ２年
２年男子３０００ｍ ３位 松本　悠 ２年 県大会出場
２年男子４００ｍ ３位 楠　裕斗 ２年 県大会出場
共通女子１５００ｍ ３位 中　綾乃 ２年 県大会出場
２年女子８００ｍ ３位 中　綾乃 ２年
２年女子２００ｍ ４位 谷口　紗彩 ２年 県大会出場
共通走り高跳び ５位 朝野　美怜 ２年 県大会出場
共通砲丸投げ ４位 西出　香純 ２年
共通女子4×100mﾘﾚｰ ５位
中学女子３０００ｍ ６位 中　綾乃 ２年
中学女子砲丸投げ ６位 西出　香純 ２年

中　綾乃 ２年
松本　悠 ２年

男子総合 ４位
女子総合 ４位
男子第３区区間賞 ３位 正木　志苑 ２年
女子第１区区間賞 ３位 中　綾乃 ２年

ソフトテニス
和歌山市ソフトテニス１年生大
会

男子個人 ３位
南祇魁世・
小松竜也　組

１年 市インドア大会出場 10月25日 市民テニスコート

和歌山県春季体操競技選手権大会 女子個人総合 ５位 5月24日 和歌山県立体育館
和歌山市中学校夏季総合体育大会 女子個人総合 ７位 県中学総体出場 7月6日 和歌山北高等学校
和歌山県中学校総合体育大会 女子個人総合 ６位 近畿中学総体出場 7月21日 ビッグホエール
和歌山県中学校水泳競技記録会 6月22日 和歌山市民温水プール
和歌山県中学校総合体育大会水泳競技会 近畿大会出場 7月19日 秋葉山公園県民水泳場

※体操、水泳は学校外の活動です。

◎文化部・教科関係
教科・種目等 成績 生徒名 学年 備考等 年月日 会場

佐藤　眞珠 １年
沖殿　茜 １年
朝野　美怜 ２年
三浦　愛真 ３年
西山　孟留 ２年
吉武　春陽 ３年
空野　綾乃 １年 
武林　　芹 １年
中尾　可奈 １年
岡野　瀬梨華 １年
岩田　莉紗 ２年
瀬村　柚香 ２年
松山　憲仁 ２年
木村　羊音 ３年
玉井　陽菜 ３年
辻岡　小春 ３年
朝本　祐可 ３年
石尾　楓華 ３年
井上　真奈美 ３年
角丸　雅人 ３年
寺地　祐美 ３年
榊原　明日香 ３年
崎濱 彩音 ３年
塩﨑　菜摘 ３年
杉田　侑紀 ３年
丸井　大夢 ３年
赤井　栞莉 ３年
片山　圭太 ３年
松本　彩那 ３年
三石　夢生 ３年

剣道

柔道

大会名

前期和歌山市学校美術展

6月22,23日

紀三井寺競技場

和歌山市中学校駅伝競走大会 12月6日 紀三井寺競技場周辺

和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競走大会和歌山市選手団 2月15日

和歌山ビッグウエーブ

和歌山市中学校総合体育大会
(秋季大会）

9月27日 県立武道館

陸上競技

和歌山市中学校総合体育大会
(秋季大会）

10月4日 紀三井寺競技場

谷口　紗彩・中田　陽七理・和田  みらい・朝野　美怜

和歌山市剣道振興大会 12月23日

和歌山市中学校総合体育大会
（夏季大会）

7月19・20日 和歌山県立武道館

和歌山市陸上競技選手権大会 11月3日

県大会出場 9月27日 松下体育館

和歌山県中学校剣道選手権
大会（秋季大会）

11月8日 市民体育館

和歌山県中学校剣道選手権
大会(春季大会）

和歌山県中学校体育連盟 6月14日 有田郡民体育館

和歌山県少年剣道選手権大会 和歌山県剣道連盟 5月10日 県立体育館中学生女子の部

和歌山市中学校総合体育大会
（夏季大会）

県民文化会館

出品
8月7日～
　　　11日

市民会館

河西公園体育館

男子個人の部

和歌山県中学校総合体育大会 7月25・26日 和歌山県立体育館

７月１９・２０日県中学総体出場

和歌山市中学校総合体育大会
(秋季大会）

 美術

体操 ２年和田　みらい

水泳 １００ｍ背泳ぎ ２位 林　　玲菜 １年

推奨作品

県展覧会
出品
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秋月　美南 １年

田中　颯太郎 １年

川合　美稀 ２年

森　陽与 ２年

山本　穂乃香 ２年

谷口　紗彩 ２年

濵端　廉 ２年

中西　里奈 ３年

吉村　侑莉那 ３年

青石　大輝 ３年

杉田　侑紀 ３年
佳作 向井　歩 ２年
佳作 西岡　宗紘 ３年
入選 佐々木　優 １年
入選 平住　直也 １年
入選 西　倖平 ２年
入選 奥森　翔太 ３年

中林　美月 ２年
西　倖平 ２年
山本陽菜多 １年

金賞 中浦　健登 １年
金賞 脇村　柚香 １年
中央展 秋月　美南 １年
金賞 佐々木　優 １年
金賞 田中　颯太郎 １年
金賞 蔦尾　一慶 １年
金賞 野　結香 １年
金賞 角田　清香 １年
金賞 岡田　信吾 １年
金賞 岡野　瀬梨華 １年
金賞 成清　天音 １年
金賞 川合　美稀 ２年
金賞 武林　椰 ２年
金賞 辻岡　稔基 ２年
金賞 根耒　勇 ２年
金賞 藤田　愛香 ２年
金賞 森　陽与 ２年
金賞 森田　朱音 ２年
金賞 山本　穂乃香 ２年
金賞 赤松　のの ２年
金賞 﨑濱　誓哉 ２年
金賞 谷口　紗彩 ２年
金賞 西山　孟留 ２年
金賞 林　美玖 ２年
金賞 田　なぎ ２年
金賞 和田　みらい ２年
金賞 岩本　華理菜 ２年
金賞 竹田　安佑 ２年
中央展 濵端　廉 ２年
金賞 向井　歩 ２年
金賞 岩本　夢実 ２年
金賞 上山　悠里 ２年
金賞 小倉　椎菜 ２年
金賞 柏原　文香 ２年
金賞 木村　海斗 ２年
金賞 桑原　千鶴 ２年
金賞 谷口　翔麻 ２年
金賞 中村　仁 ２年
中央展 西出　香純 ２年
金賞 的場　舞雅 ２年

阿部　幸音 １年 私たちの税
沖殿　　茜 １年 暮らしと税金
河島　瑠己 ２年 税金は
西　倖平 ２年 税について考える
崎濱　彩音 ３年 税について
南　怜奈 ３年 私たちの生活にかかわる税

英語
審査員
特別賞

町田　優人 ２年 9月27日 和歌山市役所
入選 野　結香 １年 DNAを取り出す研究

県展出品 市奨励賞 平住　直也 １年 野菜の水はどこからきたの？

入選 音成　　詩 １年 シャーペンマイク
入選 香庄　揮一 ２年 モーターを使ったリモコンで電球をつけよう

入選 中林　美月 ２年 ダイコンおろしは消化を助けるか

入選 西出　香純 ２年 漂白剤の塩素系と酸素系のちがい

入選 向井　歩 ２年 おにぎりのいたみ方

理科 第６８回　和歌山市科学作品展 1月24日・25日 フォルテワジマ

国語

市民憲章硬筆競書会

社会 入選中学生の「税についての作文」

アバローム紀の国

２月２１日・２２
日

和歌山県民文化会館

「わたしと新聞」作文コンクール

書初競書会

特別賞 1月17日

8月7日～
　　　13日

近鉄百貨店和歌山店５階

英語暗唱大会

市中学校読書感想文コンクール

優秀賞　


