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第 ５ 号 流山市立東部中学校

東部中スローガン
「笑顔・熱中・思いやり、そして命を大切に」

＜市内大会団体戦結果＞
陸上部 男子・女子 優勝 総合優勝
ソフトボール部 優勝
女子バスケットボール部 優勝
サッカー1，2年生の部 優勝
野球部 準優勝
剣道部男子団体 準優勝
水泳部 男子・女子 準優勝 総合準優
勝
サッカー部 第3位
女子卓球部団体 第3位
バレーボール部 第3位

６月９日（金）～６月１８日（土）に行われた市内大会では、生徒達が日頃の練習の成果
を発揮し、たくさんのすばらしい結果を残しました。ソフト部、女子バスケットボール部、
陸上部は優勝、中でも陸上部は、八年連続優勝というすばらしい結果です。

７月５日（火）には、次なる葛北大会、コンクール、展覧会等出場選手を応援する葛北大
会等激励会が行われました。多くの部活動では、夏の総合体育大会が３年生の最後の大会と
なり、この夏を境に引退となります。また、吹奏楽コンクールや秀作美術展や科学作品展等
文化系部活動にとっても大切な時期です。今まで積み重ねてきた努力が悔いなく発揮される
よう願っています。保護者、地域の皆様も応援よろしくお願いいたします。

東部中生の活躍
○流山市民陸上競技大会

・１年女子１００ｍ ３位 出頭 里菜、４位 樋口 怜那、５位 中山 七海、

６位 今福 帆波 ８位 玉城 瑚雪

椎 の 木
・１年男子１００ｍ ２位 萩原 彰徳、４位 渡邉 啓太 ６位 石井 悠夢

７位 鈴木 聖人

・１年男子１５００ m ５位 沖浦 隼多

・３年女子１００ｍ ３位 篠原 玲奈、５位 徳永 美咲

・共通女子１００ｍ H ２位 本間 美樹、３位 梅木絵利奈

・共通男子１１０ｍ H ２位 藤森 海王、３位 宮崎 翼

・女子４×１００ｍ R ５位 藤井 彩名、梅木絵利奈、三澤 芽生、皆川 洋香

２位 篠原 玲奈、羽賀茉保子、徳永 美咲、本間 美樹

・女子走り高跳び ２位 岩田奈津季、３位 猪野万結子、 ５位 皆川 洋香

・女子走り幅跳び ３位 河野 桃佳、５位 三澤 芽生

・女子砲丸投げ １位 河野 桃佳、４位 鈴木裕里加

・男子４×１００ｍ R ５位 藤森 海王、野田 有杜、宮城 拓実、大久保 湧真

・男子走り高跳び １位 野田 有杜、４位 宮城 拓実

・男子走り幅跳び １位 本田 隼二郎 ２位、野田 有杜 ４位 寺澤滉士良

・男子砲丸投げ １位 沖浦 拳多、３位 大久保湧真

○春季葛北大会 バスケットボール 4位 川嶋陵真、小林凪、河村響、馬目拓明、

根本凌多、近藤翔太、茅根尚輝、小林健太、松尾壮悟、村上周平、奥ノ矢駿、青木滉矢

鈴木祐太、関根遼己、佐口隼斗、強化指定選手賞 小林健太

○第２７回春季市民卓球大会 女子個人 ベスト８ 濱木 穂、鈴木千夢

○健歯優良児コンクール 図画ポスターの部 優秀賞 山崎 花夏

優良賞 恩田 紗希、佐口 隼斗

○流山市中学校卓球大会 卓球個人戦 男子ダブルス ３位 妻鳥 暖生、山田 雄基

○流山市中学校剣道大会 男子個人戦 準優勝 杉原 晶太

阳男子団体戦 準優勝 李 昊 、大川 直人、木澤 豊、成島 明、杉原 晶太

○流山市中学校柔道大会 男子66ｋｇ級 3位 田中 篤

○流山市中学校卓球大会 女子団体戦…３位 押切 南歩、宮本 光優、濱木 穂、

松田 彩那、蒔田 有唯、三浦 れな、田所 未羽 木村 美友

女子個人戦…女子ダブルス準優勝 押切 南歩、濱木 穂

○流山市中学校ソフトボール大会 優勝 小出彩也美、遠藤結衣、池田琴音、有賀萌美

洪夢果、齋藤風穂、菅野真子、松尾桃愛、田中悠香子、岡田涼帆、細野由依

○流山市１・２年生大会 サッカー 優勝

関川 慎之介、齊藤 智也、クリアリー ニコラス、高居 凌平、髙野 惠太

坂本 雄哉、畠山 光、淺野 仁成、内古閑 秋響、野川 晋太朗、有馬 龍汰郎

山本 トムヤ、磯部 壮志、岡本 拓巳、須ヶ原 祐太、田畑 晴輝

○流山市中学校サッカー大会 ３位 クリアリー ニコラス、畠山 光、淺野 仁成、

内古閑 秋響、野川 晋太朗、有馬 龍汰郎、山本 トムヤ、磯部 壮志、岡本 拓巳

須ヶ原 祐太、田畑 晴輝、板垣 皓大、岩間 淳泰、久米田 蓮、加藤 佑都

佐々木 流星、新川 達也、山越 隼、大塚 悠祐、佐々木 優斗、平下 雄斗

牧島 克恭、横山 海人、江水 颯、林 悠太

優秀選手賞…林 悠太、佐々木 流星

○流山市中学校バスケットボール大会 優勝

野沢 葵、飛鳥 紗侑里、田中 彩菜、関根 杏梨、中村 悠夏、今林 万璃子

信田 実柚、永岡 希未、小島 亜子、北原 咲笑、遠藤 茜音、 沖田 咲弥香

三浦 麻莉亜、廣田 佳那



○流山市中学校バレーボール大会 3位

徳永 美香、大森 なずな、菊地 菜央子、鵜沢 のりか、鈴木 那津奈、山口 紗英

蛭川 萌、宍倉 智果、阿部 莉々香、駒形 有咲、田島 瞳、渡辺 詠

優秀選手賞…鵜沢 のりか、宍倉 智果

○流山市中学校野球大会 準優勝

田中 悠貴、河合 悠汰，有吉 健太，小松 恵達，松下 滉助，前野 遼太

柳生 駿人，佐藤 翔太，田村 英悟，寺端 健人，小嶋 優哉，瀬川 夢斗

大谷 真輝，塚越 一登，守田 篤，山中 岳都，伊藤 大智，小林 慈大

下村 千輝，横枕 泰地

○流山市内水泳競技大会 男子準優勝 女子準優勝 総合準優勝

100m 自由形 6位 滝口 航生

100m 背泳ぎ 5位 髙橋 良輔 3位 戸部 朱璃 6位 田中 太智

100m バタフライ 1位 栗田 宙佳 4位 勅使瓦 克拓

100m 平泳ぎ 2位 大川 瑞稀 3位 渡邊 蒼 4位 寺村 太一

200m 自由形 2位 渡辺 美沙稀 3位 森川 結羽 4位 大川 瑞稀

200m バタフライ 2位 栗田 宙佳 3位 田中 智基

200m 平泳ぎ 2位 渡邊 蒼 400m 個人メドレー 2位 田中 智基

400m 自由形 2位 渡辺 美沙稀 3位 黒沢 萌花

女子400m メドレーリレー 2位 渡辺 美沙稀，大川 瑞稀，栗田 宙佳，黒沢 萌花

男子400m メドレーリレー 2位 渡邊 蒼，髙橋 良輔，勅使瓦 克拓，森川 結羽

女子400m フリーリレー 2位 渡辺 美沙稀、大川 瑞稀、黒沢 萌花、栗田 宙佳

男子400m フリーリレー 2位 渡邊 蒼、高橋 良輔、勅使瓦 克拓、森川 結羽

男子50m 自由形 5位 髙橋 良輔 女子50m 自由形 5位

○流山市中学校陸上競技大会 男子優勝 女子優勝 男女総合優勝

１年女子走り幅跳び 1位 出頭 里菜 ３位 中山 七海

１年男子１００ｍ 5位 石井 悠夢 6位 萩原 彰徳

１年男子１５００ｍ 5位 沖浦 隼多

１年男子走り幅跳び 1位 渡邉 啓太 3位 萩原 彰徳

２年女子１００ｍ 6位 藤井 彩名 ２年男子１００ｍ 2位 玉城 瑚珀

３年女子１００ｍ 4位 徳永 美咲 6位 篠原 玲奈

オープン女子１００ｍ １位 羽賀茉保子 ５位 佐々木優歌 ６位 今福 帆波

オープン男子１００ｍ 2位 椎名 慧人 4位 高橋 一紀 ７位 赤西 大樹

オープン男子４００ｍ 3位 椎名 慧人 4位 赤西 大樹

共通女子１００ｍ H 3位 梅木絵利奈 4位 本間 美樹

共通女子１５００ｍ 4位 今林 万璃子 ７位 佐藤 颯起

共通女子２００ｍ 6位 徳永 美咲 共通女子８００ｍ 5位 中村 悠夏

共通女子走り高跳び 1位 岩田 奈津季 5位 皆川 洋香

共通女子走り幅跳び 3位 三澤 芽生 6位 河野 桃佳

共通女子砲丸投げ ２位 河野 桃佳 6位 鈴木裕里加

共通男子走り高跳び 1位 小林 健太 2位 野田 有杜

共通男子走り幅跳び 1位 本田 隼二郎 2位 寺澤滉士良

共通男子砲丸投げ 1位 沖浦 拳多 3位 大久保湧真

共通女子４×１００ｍＲ 2位 藤井 彩名，篠原 玲奈，徳永 美咲，本間 美樹

共通男子１１０ｍＨ 2位 本田 隼二郎 3位 藤森 海王

共通男子４×１００ｍＲ 4位 野田 有杜，本田 隼二郎，宮城 拓実，大久保 湧真

共通3000ｍ ７位 平井 和貴 共通800ｍ ７位 小林 健太 ８位 平井 和貴

○スプリングカップ サッカー ３位

板垣 皓大，畠山 光，淺野 仁成，内古閑 秋響，野川 晋太朗，有馬 龍汰郎

山本 トムヤ，磯部 壮志，岡本 拓巳，須ヶ原 祐太，田畑 晴輝，岩間 淳泰

久米田 蓮，加藤 佑都，佐々木 流星，新川 達也，山越 隼，大塚 悠祐

佐々木 優斗，平下 雄斗，牧島 克恭，横山 海人，江水 颯，林 悠太

○ソフトボール 春季葛北練習会 優勝 田中 悠香子、池田 琴音，有賀 萌美，

洪 夢果，齋藤 風穂，菅野 真子，松尾 桃愛，岡田 涼帆，遠藤 結衣，細野 由依

○流山市野球連盟杯 ３位

柳生 駿人，佐藤 翔太，田村 英悟，寺端 健人、木下 洋紀，瀬川 夢斗，

大谷 真輝，塚越 一登，守田 篤，山中 岳都，伊藤 大智 小林 慈大，下村 千輝，

横枕 泰地

２年生林間学園
繋がれ！１９３人の絆

～愛さつ・メリハリ・行動力～

６月１２日～１４日まで、２年生は長野県信濃町へ林間学園に行ってきました。１日目は
昨年の筑波山に続き、斑尾山登山に挑戦しました。クラスごとに歌を歌ったり、励まし合っ
たりしながら、全員が登り切りました。夜はキャンプファイヤーを楽しみました。２日目に
は民泊による農山村体験、３日目には真田丸で脚光を浴びる上田城界隈の班別行動を行いま
した。様々な新しい体験を通じて、ひとまわり大きくなって帰ってきました。

７月以降の主な予定

＜７月＞ ２日(金) 給食開始・実力テスト
２５日(月) バスケット部小中合同練習 ３日(土) PTA 運営委員会

（東小・東部中） ７日(水）集金日・
２９日(金) 小中合同教員研修 ８日(木）合同高校説明会
＜８月＞ ９日(金）部活動保護者会

９日(火)１０日(水)寺村美穂選手応援 １０日(土）～ 葛北新人戦
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ １６日(金) 青少年の主張大会

１９日(金) 全校登校日 流教研 ２４日(土) 体育祭
２４日(水）バスケット部小中合同練習 ２６日(月) 代休

（向小・東部中） ※葛北大会は７月１０日(日)から、葛北新
２９日(火）吹奏楽部小中合同練習 人大会は９月１０日(土)より順次開催され
＜９月＞ ます。

１日(木) 始業式・小中連携部活動体験


