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１０月４日(水)に新発田市中学校新人大会が行われました。新チームとなって最初の
公式戦で、大いに活躍をしてくれました。たくさんのご声援ありがとうございました。
【陸上競技部男子】

【バレーボール】

１年 100ｍ ３位 佐々木陽仁

予選リーグ４位

２年 100ｍ １位 千葉洸汰 ４位 小池雄世

決勝トーナメント１回戦敗退

【ソフトテニス女子】

【卓球男子】

団体 第１位

８位 神田葵

【ソフトテニス男子】
雨天により中止

共通 200ｍ １位 千葉洸汰 ３位 小池雄世

団体 １位

共通 400ｍ ３位 佐藤直哉

個人 １年シングルス ５位 丸山将豊

共通 800ｍ １位 村山穂高

２年シングルス １位 秋田蒼空

共通 1500ｍ ６位 須貝元気
共通 3000ｍ ２位 須貝元気３位 菅原悠暉
110ｍH

５位 佐藤宗大

共通 4×100ｍ
１位(佐藤・小池・神田・千葉)

〇平成２９年市民総合体育大会

２位 佐藤拓人

※紙面の都合上１位のみ紹介します。

３位 海津俊弥

【陸上競技部男子】

【卓球女子】

２・３年男子 100ｍ

団体 １位

共通走幅跳 １位 中澤優翔

個人 １年シングルス １位 高野日陽
５位 坪川結実

共通走高跳 ３位 能仲才士朗
共通走幅跳 ２位 中澤優翔 ７位 神田葵

【その他受賞など】

１位 千葉洸汰

【陸上競技部女子】
共通砲丸投 １位 板垣七海

２年シングルス ３位 荻原奈々

共通円盤投 ３位 中澤優翔

３位 柴田百菜

【卓球部】

【陸上競技部女子】

５位 佐々木ほのか

中学校２年生以下男子 １位 海津俊弥

１年 100ｍ ２位 長谷川彩乃 ３位 荒井心暖

【柔道】
男子団体 ２位

【ソフトテニス部女子】

２年 100ｍ ６位 長谷川史奈 ８位 板垣七海

男子個人

個人 １位 荒井珠利・内藤佳澄ペア

共通 200ｍ ２位 佐藤美嘉 ４位 長谷川彩乃

２年生

５０ｋｇ級 ２位 前田宏貴

１年生

４５ｋｇ級 ３位 菊地桂斗

【柔道部】

５０ｋｇ級 １位 小川 空

女子４０㎏級 １位 籠島純恋

４位 佐藤美嘉

７位 長谷川史奈
共通 800ｍ １位 居城日向 ３位 伊藤和音

３位 川口慎也

４位 清野鈴音
共通 1500ｍ ２位 居城日向 ３位 伊藤和音

５５ｋｇ級 １位 高瀨一騎

４位 清野鈴音 ５位 犬井美佑

女子個人

６位 桑島一紗

１年生

オーブン 1500ｍ
２位 佐藤悠香 ３位 佐藤風香

【新体操部】
団体 １位 本丸中学校アイビス

４０ｋｇ級 １位 籠島純恋

１年個人総合 １位 内田沙理

４８ｋｇ級 １位 本間愛香

２年個人総合 １位 蒲木裕

【剣道部】

共通４×100ｍ

男子団体 １位

◯下越地区中学生柔道１・２年生大会

２位(長谷川（彩）
・荒井・長谷川（史）
・佐藤)

男子個人１位 髙橋栄司 ２位 長谷川豪志

女子４０㎏級 ２位 籠島純恋

共通走髙跳 ６位 松井美羽

３位 神田壮志 ５位 佐藤彰真

共通走幅跳 ６位 荒井心暖

５位 丸山満冴斗

女子４８㎏級 ３位 本間愛香

円盤投

１位 西田茉央

女子団体 ２位

◯ＮＩＩＧＡＴＡ ＮＯＲＴＨ ＣＵＰ

砲丸投

１位 板垣七海

女子個人１位 伊藤和 ２位 五十嵐なつみ

男子バスケットボール部 第２位

【野球部】

３位 庄司鈴

一回戦（対猿橋）惜敗

〇下越地区中学校駅伝競走大会

【サッカー部】 ３位

【新体操部】

男子 １位

３位決定戦 本丸１—０猿橋 勝ち

団体 １位 本丸中学校アイビス

(佐々木・川村・髙橋・黒坂・中山・小林)

【バスケットボール部 男子】 １位
本丸 １６５ ― ６ 第一 勝ち
本丸 ９６

— ５２ 猿橋 勝ち

２位 本丸中学校サニー
１位 蒲木裕

女子 １位
(居城・須貝・佐藤(風)・佐藤(悠)・伊藤)

個人総合
２位 野口果乃

区間賞

【バスケットボール部 女子】 ２位

３位 本間愛梨 ４位 澤口ひなた

男子 ４区 黒坂丈郎 ５区 中山純静

本丸 ６７ — ３８ 猿橋・七葉 勝ち

５位 内田沙理 ６位 織田こもも

女子 ２区 須貝 桜 ３区 佐藤風香

本丸 ４６ — ８３ 第一 負け

７位 平野伶

８位 原 美姫

４区 佐藤悠香 ５区 伊藤和音

◯新発田市中学生読書感想文コンクール

◯下越地区中学生読書感想文コンクール

◯新発田市ジュニア展 出品

優秀賞 ２年 佐藤拓人

優秀賞 ２年 佐藤拓人

１年生石田美咲 内田沙理 木村琴心 佐藤莉果

２年 宮澤夕夏

２年 宮澤夕夏

３年 最上慎太郎

髙橋望恵 西村美風 野澤柔心 長谷川紗羅

優良賞 ３年 最上慎太郎

丸山未来 山本佳菜恵

奨励賞 １年 小田桃羽
２年 佐藤夕葵

２年生板倉萌夏 佐藤美乃里 島津佑衣 深田幸来

◯第３７回東日本ラグビーフットボール

３年 小島菜々子 佐藤悠香

大会 甲信越予選 勝利

３年生岡島海璃 小竹林真実 須藤彩花 髙橋桃香
田中慎也 三宅英雄

→本戦出場決定

10 月 6 日(金)に１年生が新潟巡検を行
いました。自分たちの力で、公共交通機関
を使って新潟市内の様々な施設や名所を
見学してきました。写真は新潟シティーガ
イドの方から熱心に説明を聞いている様
子です。班のメンバーで協力しながら、無
事に回ってくることができました。

10 月 6 日(金)、２学年はＪＴＢより京都
マイスターの方をお招きして、京都講話を
行いました。京都の地図の見方や、名所の
紹介などをしていただき、修学旅行に向け
て意識の向上ができたようです。写真はお
茶の作法を教えていただいている様子と、
インタビューを受けている様子です。

10 月 5 日(木)、10 月 6 日(金)に３年生が職
場体験を行いました。それぞれが、学校では
決して体験することのできない貴重な経験
をし、大きく成長することができました。働
くことの厳しさとやりがいを学んできたよ
うです。職場体験にご協力いただいた施設・
事業所の皆様には深く感謝申し上げます。

１１月の予定
１日(水) ＰＴＡ広報委員会
２日(木) 県駅伝競走大会
３日(金) ＰＴＡ生活指導委員会
一斉パトロール(文化の日)
５日(日) 英語検定２次試験
６日(月) 全校朝会
部活時間変更(17:30 終了)
７日(火) ｗｅｂ国語
ＰＴＡ生活指導委員会
愛の一声運動
(～１０日(金)まで)

８日(水) 中教研一斉部会
1-1,1-3,2-2,3-3 以外

１３:２０下校完
９日(木) ｗｅｂ数学
放課後学習会
10 日(金) ｗｅｂ英語
放課後学習会
13 日(月) 定期テスト③１日目
14 日(火) 定期テスト③２日目
15 日(水) 木曜授業
ＰＴＡ広報委員会
教育相談(～３０日)

16 日(木) 水曜授業
１・２年歯肉炎予防教室
３学年ＰＴＡ進路説明会
18 日(土) ＰＴＡ教養委員会
ジャザサイズ講習会
20 日(月) 生徒朝会
３年生実力テスト
24 日(金) 避難訓練
27 日(月) 生徒会専門委員会
29 日(水) 生徒会選挙立会演説会
30 日(木) 生徒会選挙投票
スマイルアンケート

