
今月の予定 

 

 

祝！全国大会出場 

男子ハンドボール（関東大会準優勝） 

新体操団体（関東大会４位入賞） 

                   校長 瀬山 真一   

 残暑お見舞い申し上げます。毎日、暑い日が続いておりますが皆様いかがお過

ごしですか。この夏は、オリンピックで多くの日本人選手の活躍に感動させられ

た日々でした。体操男子団体、卓球個人・団体、水泳、柔道、レスリング、シン

クロ、テニス、陸上男子４００ｍR 等々…本校の生徒もオリンピックに負けない

ほど様々な場面で活躍しました。 

 学校総合体育大会の県大会には多くの部活動が参加しましたが、中でもハンド

ボール男女が揃って優勝、新体操団体が準優勝、水泳の栗原君が２種目にわたっ

て好タイムを出してそれぞれ関東大会へ出場しました。関東大会でも男子ハンド

ボールが２年連続の準優勝、新体操団体が４位に入賞し、全国大会へ出場いたし

ました。全国大会では入賞を逃してしまいましたが、それぞれ大健闘いたしまし

た。 

 また、文化面でも活躍し、吹奏楽部は県南地区大会では銀賞を受賞。川口理科

オリンピック（中学の部）では科学部の生徒も交え２チーム出場し、市内の全中

学校から計４３チーム出場した中で、本校は１位、２位に入賞する素晴らしい成

果を収め本校の強さを示しました。 

 ９月１日からいよいよ２学期が始まります。２学期は、体育祭、新人戦、合唱

コンクール、２学年水上自然教室等の大きな行事が続きます。教職員一同全力を

尽くしますので、保護者、地域の皆様もご支援ご協力をよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
新体操関東大会４位入賞     男子ハンドボール関東大会準優勝  理科オリンピック１位２位 

 

 

 

＜体育祭種目変更について＞ 

昨年度末、国から「安全が確保できない難易度の高い組体操については実施を見合わす」

よう指導が入りました。また、他校の動向も踏まえ複数回にわたる職員会議を経た結果、今

年度より組体操に代わって集団演技を実施する運びとなりました。生徒の安全を最優先した

措置としてご理解いただきたいと存じます。 

 

 

日 曜 主 な 予 定 

１ 木 始業式 避難訓練(地震)  

２ 金 給食開始  発育測定 第 1回選挙管理委員会  

３ 土 ＰＴＡ草取り  

４ 日  

５ 月 教育実習開始 朝ＰＴＡあいさつ運動 

６ 火 専門委員会 

７ 水        

８ 木  

９ 金 体育祭練習          

10 土  

11 日  

12 月 体育祭練習 

13 火 体育祭練習 

14 水 体育祭予行  水泳県大会 

15 木 市民体育祭代表者会議   水泳県大会 

16 金 全校練習・集会 （午後準備・給食有り） 

17 土 体育祭 ※雨天→金曜授業 

18 日   

19 月 敬老の日 

20 火 ※体育祭予備日（金曜授業③④⑤⑥）第２回選挙管理委員会 

21 水 ふれあいデ―   

22 木 秋分の日＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

23 金 体育祭振替休日 市英語弁論・暗唱大会  

24 土 科学展  

25 日 科学展  

26 月 陸上大会  生徒朝会  

27 火 陸上大会  

28 水 水泳大会  ※木曜授業  

29 木 市民体育祭（野球・サッカー・テニス・バスケ・バレー・卓球 ） ※給食なし 

30 金 市民体育祭（野球・サッカー・テニス・バスケ・バレー・卓球 ） ※給食なし 
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生徒の活躍 

 
 

◎関東大会  

○男子ハンドボール 準優勝（全国大会出場） 

三浦永太郎・髙橋克実・増田稜・河野通宏 杉浦健太・伊藤直希・鵜沼翔・公家翔司・ 

菱沼拳大・橋本叙央・豊増明志・赤羽洸星・西野来希・渡部竜也・関根崚八 

○新体操 団体 第４位（全国大会出場） 

福田有紗・大村梨々香・樋口菜々子・熊谷遥菜・加藤羽乃 

 

◎学校総合体育大会（県大会） 

○男子ハンドボール 優勝（関東大会出場） 

三浦永太郎・髙橋克実・増田稜・河野通宏 杉浦健太・伊藤直希・鵜沼翔・公家翔司・ 

菱沼拳大・奥本凛太郎・橋本叙央・豊増明志・赤羽洸星・西野来希・渡部竜也 

○女子ハンドボール 優勝（関東大会出場） 

山口美月・小林海由梨・高橋瑠菜・土屋芽生・松田奈菜子・後藤優佳・吉見衣生・新井美香・

石上柚希・二宮香佳・高草木明・酒井ひなの・持田絢音・豊田奈那実・岡田涼美・馬場愛璃 

○水泳 男子２００ｍ自由形 第７位 栗原カーン （関東大会出場） 
男子２００ｍバタフライ 第８位 栗原カーン（関東大会出場） 

 ○新体操 団体 準優勝（関東大会出場）  

福田有紗・大村梨々香・樋口菜々子・熊谷遥菜・加藤羽乃 

 
◎学校総合体育大会（川口市大会） 

○水泳（男子） 

２００ｍ個人メドレー 第３位 菅谷祐輝  

５０ｍ自由形 第３位 櫻井勇気  

１００ｍ背泳ぎ 第２位 菅野涼馬  

４００ｍリレー 第２位 栗原カーン・新井琢真・櫻井勇気・菅野涼馬  

２００ｍ 自由形 第１位 栗原カーン 

１、２年男子２００ｍメドレーリレー 第２位 武智信能介・堀江樹・木村藍翔・有泉貴博 

２００ｍ背泳ぎ 第２位 菅野涼馬  

４００メートル個人メドレー 第２位 菅谷祐輝  

２００ｍバタフライ 第３位 栗原カーン 

男子総合 第３位 横山 駿 

○水泳（女子） 

２００ｍバタフライ 第３位 千田汐音 １００背泳ぎ 第３位 平野美羽 

◎埼玉県水泳部対抗戦 

男子５０ｍ背泳ぎ 第 5位 菅野涼馬  

男子１００ｍ背泳ぎ 第５位 菅野涼馬  

男子５０ｍ平泳ぎ 第５位 櫻井勇気  

男子２００ｍ個人メドレー 第８位 栗原カーン  

男子１００ｍバタフライ 第８位 菅谷祐輝  

男子２００ｍ自由形 第４位 栗原カーン  

男子４００ｍメドレーリレー 第８位 菅野涼馬・櫻井勇気・栗原カーン・新井琢真  

◎川口市中学校水泳選手権大会 

男子２００ｍバタフライ 第１位 木村藍翔  

男子１００ｍ背泳ぎ 第１位 櫻井勇気  

男子４００ｍ個人メドレー 第１位 菅谷祐輝  

男子２００ｍ個人メドレー 第３位 菅谷祐輝  

女子１００ｍ背泳ぎ 第３位 平野美羽  

女子２００ｍバタフライ 第２位 千田汐音 

 

◎サマーマッチ 女子ソフトテニス 団体 第 2位  

岡部愛優・中村紗也香・宮城真央・星野桃花・荒井梨理花・成海真琴・鈴木ゆか・山本瑛里奈 

 

◎平成 28年度川口市中学校夏季剣道大会 剣道女子団体 第 2位 

岩井里紗・白石琴音・石川瑚都・吉永晴香・矢貫梨沙・福田詩織・祝部真子 

 

◎第 11回 川口理科オリンピック 

第 1位 桑原希武・藪開登・中村匠 

第 2位 阿部夏澄・田實元陽・坂本亮太 

 

◎川口市歯・口の健康に関する図画ポスターコンクール 

特選 吉村歩乃佳  

佳作 山下梨佳子・椎橋瑞希・鈴木萌音・三ツ矢羽菜・宮本沙也佳 

 

◎川口市歯・口の健康啓発標語コンクール 

特選 富樫力信 

佳作 栁下弥羽・岩井里紗・仙田早紀・冨樫桃果・加藤慶次 

 

◎平成 28年度（５５回記念）埼玉県硬筆中央展覧会 

推薦賞 永坂友理香  

特選賞 渡辺遥香・中島爽・伊藤優花 

優良賞 高野汐音・北川かれん・平野美羽・塙侑奈・山田日向子 

 
◎平成２８年度（第３６回）川口市小・中・高等学校硬筆展 
優良賞  
松井あみ・金井祐里香・柿島菜央・土屋芽生・西田舞結・嶋村茉莉・小野寺風花・ 
美濃 碧・篠崎音和・山上彩夏・森愛花・豊田奈那実・熊谷遥菜・阪中里帆・加藤遥香・ 
齋藤万里奈・青柳愛理・木村美月・下山佳南・田村侑諭・熊谷勇人・矢尾板遼・立壁怜奈・
齋藤聖夜・杉本 翼 
 

◎埼玉県吹奏楽コンクール南部地区大会 銀賞  
箱崎菜由・辻本紗也・吉田智咲・矢口星花・星野彩衣・山本愛子・矢島るの・李玲華・ 
増尾美咲・冨樫桃果・初鹿希帆・高田凜々子・石井美妃・ 岡田望羽・相本優里奈・田村優衣・
青山由季・後藤かれん・塙侑奈・大日方美希・春日井彩月・吉澤結生・松井あみ・西田舞結・
佐藤菜摘・倉本愛・赤塚夏芽・井上晴喜・中嶋千尋・鶴岡愛 

 


