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東部中スローガン

「笑顔・熱中・思いやり、そして命を大切に」

６月９日（金）～６月１７日（土）にかけて行われた市内大会では、生徒達が日頃の練

習の成果を存分に発揮し、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、剣道部女子団体は優勝。陸上部は、９連覇は残念ながら逃しましたが、女子

総合では優勝、水泳部も男女総合優勝は逃しましたが、男子総合では南部中を２点差で振り

切り優勝しました。

期末テストも終わり、いよいよ７月８日(土)からは葛北大会が始まります。７月７日（金）

には、葛北大会、コンクール、展覧会等に出場する選手を応援する葛北大会等激励会が行わ

れます。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、地域の皆様も応援を

よろしくお願いいたします。

今学期の東部中生の活躍！
◆流山市野球連盟杯 3位

田村英悟、寺端健人、佐藤翔太、柳生駿人、木下洋紀、遠藤大翔、前野遼太、

高橋直之、松下滉助、河合悠汰、葛葉純、田中悠貴、加藤望夢、小松恵達、

有吉健太

◆春季千葉県卓球大会葛北地区予選団体戦 3位

鈴木千夢、薄田千尋、鈴木春花、吉原玖瑠美、小林愛菜、落合美咲、渡邉菫

椎 の 木
◆春季葛北ソフトボール練習会 優勝

有賀萌美、遠藤結衣、洪夢果、池田琴音、齋藤風穂、黒須美咲、瀬川茜理、

染谷柚衣、村山彩音、大谷理子、小出彩也美、佐渡楓、上野三冬、松尾咲愛、

窪田夏帆、染谷莉央、妻鳥ひかり

◆葛北春季バスケットボール大会 準優勝(県大会出場)

信田実柚、中村悠夏、今林万璃子、永岡希未、小島亜子、北原咲笑、田中彩菜、

野沢葵、飛鳥紗侑里、関根杏梨、深谷里衣、髙野碧里、平間愛菜、関口愛雪、

有馬萌々花、大野希空

◆流山市小・中学校健歯優良児コンクール 優良賞 渡邊蒼、小沼杏佳

図画ポスターの部 優秀賞 齊藤萌

◆流山市中学校柔道大会 男子66ｋｇ級第2位 田中篤 男子2年無差別第2位 田中篤

◆流山市中学校卓球大会 男子団体 準優勝

大嶋玲也、志賀渚、石川晴基、岡嶋晃誠、宮本悠希、村山竜都、恩蔵京治、大藤康平

男子ダブルス 準優勝 志賀渚・恩蔵京治 3位 大嶋玲也・石川晴基

◆流山市中学校ソフトボール大会 優勝

有賀萌美、遠藤結衣、洪夢果、池田琴音、齋藤風穂、黒須美咲、瀬川茜理、

染谷柚衣、村山彩音、大谷理子、小出彩也美、佐渡楓、上野三冬、松尾咲愛、

窪田夏帆、染谷莉央、妻鳥ひかり

◆流山市中学校バスケットボール大会 優勝

信田実柚、中村悠夏、今林万璃子、永岡希未、小島亜子、北原咲笑、田中彩菜、

野沢葵、飛鳥紗侑里、関根杏梨、深谷里衣、髙野碧里、平間愛菜、関口愛雪、

有馬萌々花、大野希空

優秀選手賞 永岡希未、北原咲笑

◆流山市中学校剣道大会 女子団体の部 優勝

金久保柚葉、尾﨑光、池田真琴、篭崎彩音、佐藤葵、海老原光希、松本聖

3年女子個人の部 3位 尾﨑光 1，2年女子個人の部 準優勝 海老原光希

◆流山市中学校サッカー大会 3位

磯部壮志、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、岡本拓巳、須ヶ原祐太、田畑晴輝、関川慎之介、齊藤智也、高居凌平、

堀蓮、久米田壮、クリアリーニコラス、渡部祥信、坂本雄哉、新井啓悟、田島匠、

有元翼、大熊聖哉、栗原達毅、鴫原彪雅、多田虎太朗

◆流山市中学校卓球大会 女子団体 3位

仲見真梨亜、鈴木千夢、中川明音、薄田千尋、吉原玖瑠美、山越柚衣、

落合美咲、名取瑞唯



◆流山市民陸上競技大会

＜女子＞1年１００ｍ 2位 鈴木明日香 6位 成海 美珠

共通１００ｍハードル 3位 出頭里菜 4位 水代菜々海 5位 山﨑陽菜

共通走り高跳び 2位 猪野万結子 3位 山﨑陽菜

共通走り幅跳び 2位 出頭里菜

共通砲丸投げ 4位 中山七海 5位 水代菜々海

＜男子＞1年１００ｍ 1位 羽賀陵真 3位 有田優雅 4位 小島颯人 5位 照屋琉意

2年１００ｍ 1位 石井悠夢

共通１１０ｍハードル 3位 石井悠夢

1年１５００ｍ 5位 小林勇斗

共通１５００ｍ 6位 沖浦隼多

共通砲丸投げ 3位 松崎聖広 4位 鈴木聖人 5位 田中篤

◆千葉県中学校陸上競技記録会柏大会

＜女子＞共通走り幅跳び １位 出頭里菜

◆流山市中学校水泳競技大会

＜総合＞男子総合の部 優勝 女子総合の部 準優勝 男女総合の部 準優勝

＜男子＞男子４００ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ 優勝 渡邊蒼、髙橋良輔、勅使瓦克拓、森川結羽

男子４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 優勝 渡邊蒼、髙橋良輔、勅使瓦克拓、森川結羽

男子５０ｍ自由形 3位 髙橋良輔

男子１００ｍ自由形 6位 北島直明

男子２００ｍ自由形 3位 森川結羽

男子４００ｍ自由形 2位 森川結羽 3位 宇佐見帆起

男子１００ｍ平泳ぎ 2位 渡邊蒼 5位 田中悠貴

男子２００ｍ平泳ぎ 2位 渡邊蒼 4位 染谷重明

男子２００ｍバタフライ 1位 勅使瓦克拓

男子１００ｍバタフライ 1位 勅使瓦克拓 3位 大久保龍之介

男子１００ｍ背泳ぎ 5位 田中太智

男子２００ｍ背泳ぎ 3位 田中太智

男子２００ｍ個人メドレー 3位 北島直明

＜女子＞女子４００ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ 優勝 大川瑞稀、黒沢萌花、栗田宙佳、渡邊杏美

女子４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 優勝 大川瑞稀、黒沢萌花、栗田宙佳、渡邊杏美

女子５０ｍ自由形 5位 大西琉那

女子１００ｍ自由形 4位 大川瑞稀 6位 戸部朱璃

女子４００ｍ自由形 2位 渡邊杏美 3位 黒沢萌花

女子１００ｍ平泳ぎ 4位 大西琉那 6位 中川菜々恵

女子１００ｍバタフライ 2位 栗田宙佳

女子２００ｍバタフライ 2位 栗田宙佳

女子１００ｍ背泳ぎ 4位 黒沢萌花 5位 戸部朱璃

女子２００ｍ個人メドレー 5位 大川瑞稀

◆流山市中学校陸上競技大会

＜総合＞女子総合 優勝

男女総合の部 準優勝

＜男子＞１年１００ｍ 6位 羽賀陵真

２年１００ｍ 5位 萩原彰徳

３年１００ｍ 6位 玉城瑚舶

共通８００ｍ 5位 沖浦隼多

共通１１０ｍH 2位 幸喜大夢 5位 石井悠夢

共通4×100mﾘﾚｰ 5位 杉森陽大、鈴木聖人、萩原彰徳、玉城瑚舶

共通走り高跳び 1位 渡邊啓太 5位 神山晴人

共通走り幅跳び 4位 渡邊啓太

共通砲丸投げ 3位 神山晴人 4位 幸喜大夢

＜女子＞１年１００ｍ 5位 鈴木明日香

共通８００ｍ 4位 栗田宙佳

共通１５００ｍ 3位 栗田宙佳

共通１００ｍH 3位 出頭里菜 4位 水代菜々海

共通4×100mﾘﾚｰ 4位 玉城瑚雪、出頭里菜、水代菜々海、藤井彩名

共通走り高跳び 1位 猪野万結子 3位 山﨑陽菜

１年走り幅跳び 3位 中野帆乃香 5位 鈴木明日香

共通走り幅跳び 2位 出頭里菜

共通砲丸投げ 4位 水代菜々海 6位 中山七海

７月以降のおもな予定

＜７月＞ ＜９月＞

５日(水) 集金日、３年実力テスト １日(金) 始業式・小中連携部活動体験

７日(金) 葛北激励会 ２日(土) ＰＴＡ運営委員会

１２日(水) 青少年主張大会 ４日(月) 給食開始・実力テスト

１３日(木) １学期末保護者会 ６日(水）集金日・

１８日(火) 給食終了 ７日(木）合同高校説明会

１９日(水) 大掃除、部活再登校 １６日(土) 体育祭

２０日(木) 終業式、部活再登校 １９日(火) 代休

２５日(火) 県吹奏楽コンクール ２２日(金) 葛北英語発表会

＜８月＞ ２９日(金) 生徒会立会演説会・投票

２１日(月) 全校登校日 流教研 ※葛北大会は７月８日(土)から、葛北新人

２２日(火）駅伝合宿(~２４日) 大会は９月９日(土)より順次開催されま

２５日(金）葛北水泳新人大会 す。

※市内大会の様子や各学年の行事（校外学習、林間学園、修学旅行）等、１学期の活動の記

録は東部中学校ホームページに掲載しておりますので、是非ご覧ください。

http://www.nagareyama.ed.jp/toubutyuu/


