
２０１０年度 東和中学校生徒の活躍･表彰(部活動や教科等） №1

運動部 大会名 種目 成績 個人名 大会等月日 会場

剣道部 和歌山県中学校剣道選手権大会（春季大会男子団体の部 準優勝 2010/6/12 有田郡民体育館

女子団体の部 優勝

和歌山市中学校総合体育大会(夏季大会） 剣道女子団体の部 優勝 2010/7/18 東公園体育館

剣道女子個人の部 優勝 南 光

準優勝 岩﨑朱音

３位 稲塚彩乃

５位 中家美帆

剣道男子個人の部 ５位 松尾優輝

和歌山県中学校総合体育大会 剣道女子団体の部 優勝 2010/7/26 和歌山県立体育館

剣道男子団体の部 ３位

剣道女子個人の部 準優勝 岩﨑朱音

５位 稲塚彩乃

５位 中家美帆

剣道男子個人の部 ５位 松尾優輝

近畿中学校総合体育大会 剣道女子団体の部 出場 2010/8/6 白浜町立総合体育館

女子個人の部 出場 岩﨑朱音

出場 稲塚彩乃

出場 中家美帆

男子個人の部 出場 松尾優輝

全国中学校剣道大会 女子団体の部 出場 2010/8/22 島根県立浜山体育館

女子個人の部 出場 岩﨑朱音

県下剣道優勝大会 女子団体の部 優勝 2010/9/5 ビッグホエール

和歌山市中学校総合体育大会（秋季大会） 女子団体の部 優勝 2010/9/25 松下体育館

男子個人の部 準優勝 野岳就拓 2010/9/25

女子個人の部 ３位 宮井 杏 2010/9/25

和歌山県中学校剣道選手権大会（秋季大会女子団体の部 ２位 2010/11/13 和歌山市民体育館

男子個人の部 優勝 野岳就拓

近畿剣道大会 中学生女子の部 ３位 2010/10/31 田辺市勤労者体育センター

柔道部 和歌山県中学校柔道大会 １年男子無差別級 準優勝 竹川勇次 2010/6/13 白浜会館

和歌山市中学校総合体育大会(夏季大会） 柔道男子60㎏級 準優勝 竹川洸吉 2010/7/18 県立武道館



２０１０年度 東和中学校生徒の活躍･表彰(部活動や教科等） №2

運動部 大会名 種目 成績 個人名 大会等月日 会場

柔道部 ３位 吉田光佑

和歌山市中学校総合体育大会（秋季大会） 男子 90㎏級 優勝 竹川勇次 2010/10/2 県立武道館

男子 73㎏級 優勝 野口賢吾 2010/10/2

男子 60㎏級 準優勝 竹川洸吉 2010/10/3

男子団体Bの部 ３位 2010/10/4

和歌山県中学校柔道新人大会 男子90㎏級 優勝 竹川勇次 2010/11/14 県立武道館

男子団体の部 ３位

野球部 和歌山市中学校野球選手権大会 準優勝 2010/8/26 河北中学校グランド

和歌山市中学校総合体育大会（秋季大会） 準優勝 2010/10/2 和歌山市民球場（東公園）

陸上競技部 和歌山市リレーカーニバル 共通男子4×100mR ４位 2010/6/13 紀三井寺陸上競技場

低学年男子４×１００mR ６位

低学年女子４×１００mR ３位

通信陸上競技大会 共通女子走高跳 ２位 杉本知奈津 2010/7/11 紀三井寺陸上競技場

２年女子100m ６位 矢野榛菜

共通女子200m ８位 矢野榛菜

共通女子４×１００mR ５位

共通男子4×100mR ６位

和歌山市中学校総合体育大会(夏季大会） 共通女子４×１００mR １位 2010/7/22 紀三井寺陸上競技場

女子走高跳 １位 杉本知奈津

２年女子100m １位 矢野榛菜

男子三段跳 ２位 赤松信弥

低学年女子４×１００mR ３位

和歌山県中学校総合体育大会 共通女子４×１００mR ５位 2010/7/28 紀三井寺陸上競技場

女子走高跳 ３位 杉本知奈津

２年女子100m 優勝 矢野榛菜

男子三段跳 ３位 赤松信弥

近畿中学校総合体育大会 ２年女子100m 出場 矢野榛菜 2010/8/9 紀三井寺陸上競技場

男子三段跳 出場 赤松信弥

女子走高跳 出場 杉本知奈津

和歌山市中学校総合体育大会（秋季大会） ２年男子3000m 優勝 立川大樹 2010/10/2 紀三井寺陸上競技場
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運動部 大会名 種目 成績 個人名 大会等月日 会場

陸上競技部 和歌山市陸上競技選手権大会 男子3000m 6位 立川大樹 2010/11/3 紀三井寺陸上競技場

男子800m 6位 武林 那

女子100m 3位 矢野榛菜

女子200m 4位 矢野榛菜

女子円盤投 5位 青山 渚

女子走高跳 6位 山本茜里

ソフトテニス 和歌山市中学校ソフトテニス1年生大会 女子個人戦 ３位 石尾春華・山下美波 2010/10/23 和歌山市民テニスコート

文化的活動 コンクール･コンテスト･大会等名 成績 学年 個人名 大会等月日 会場・備考等

書写 市民憲章 文化協会会長賞 ２年 矢野 榛菜 2010/6/29

優秀賞 １年 正木 愛莉

優秀賞 １年 岩﨑 未桜

優秀賞 １年 田中 瑞葵

優秀賞 ２年 石倉 実可子

優秀賞 ２年 井辺 知果

優秀賞 ２年 榊原 加雅里

優秀賞 ２年 辻本 奈那

優秀賞 ２年 小上 静穂

優秀賞 ２年 山本 有理

優秀賞 ３年 岩﨑 朱音

優秀賞 ３年 南 杏奈

優秀賞 ３年 若野 綾

優秀賞 ３年 石本 詩織

優秀賞 ３年 前田 早紀

優秀賞 ３年 西 海愛

優秀賞 ３年 増田 梨奈

優秀賞 ３年 南 光

優秀賞 ３年 太田 菜月

美術部 交通安全フェアペイントコンテスト 2010/9/18 交通公園

英語部 中学生英語暗唱大会 廣原弥有 2010/9/25 和歌山市役所

最優秀賞

３位和歌山商工会議所会頭杯
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運動部 大会名 種目 成績 個人名 大会等月日 会場

国語科 読書感想文コンクール 優秀賞 ２年 吉田 直樹 2010/10/7 「その日の前に」

入選 １年 岩田 桃香 「赤毛のアン」

入選 １年 中西 真央 「余命１ヶ月の花嫁」

入選 １年 山下 美波 「犬と私の１０の約束」

入選 ２年 小上 静穂 「虹色ほたる 永遠の夏休み」

入選 ２年 矢野 榛菜 「夏の庭 The Friends」

入選 ３年 平田 弦 「五体不満足」

入選 ３年 髙倉 麗奈 「重力ピエロ」

入選 ３年 川端 菜奈 「きみにしか聞こえない CALLING YOU」

書写 書初競書会中央審査 特選 ２年 井辺 知果 2011/1/25

準特選 ２年 矢野 榛菜

入選 １年 正木 愛莉

入選 ２年 小上 静穂

入選 ２年 冷田 渚

入選 ３年 若野 綾

入選 ３年 西 海愛

理科 和歌山市科学作品展 奨励賞・県科学作品展入選 1年 平住 太志 2011/2/4 アサリによる水の浄化作用について

入選 2年 矢野 榛菜 さびのでき方

入選 2年 井辺 知果 ごぼうの変色

入選 1年 吉村 拓真 色の温まり方のちがいについて

入選 1年 片山 舞 光の屈折率について

入選 1年 小鳥 裕生 環境問題～温度を下げる工夫～

特別賞（和歌山放送賞） １年 平田 光 2010/11/10 「ハンディキャップをもって」

学校表彰 和歌山納税貯蓄組合連合会長表彰 （東和中学校） 2010/11/17

学校表彰 和歌山県学校歯科保健優良校 （東和中学校） 2010/11/15

学校表彰 大桑教育文化振興財団学校図書寄贈 （東和中学校） 2010/11/16

第３０回全国中学生人権作文コンテスト和歌山県大会


