
 

    

           

             栄光を讃えて  

 市民体育祭&川口市中学生駅伝大会、文化活動 
＜川口市大会＞ 

優勝  サッカー、ハンドボール（男）、新体操団体 

準優勝 水泳総合（男）、卓球団体（男・女）、ハンドボール（女） 

体操団体（女）、ソフトテニス団体（女） 

３位入賞  バスケットボール（女）剣道団体（女） 

個人種目も多数入賞県大会へ  団体 3位以上が県大会へ 

川口市中学生駅伝大会  男子 12位 女子 3位（入賞）    
 

科学展       最優秀賞 2点 

英語弁論大会    3位（県大会出場）豊増明志 

                             校長  瀬山 真一 

  ２学期も後半を迎えました。先月行われた「川口市民体育祭」では、団体で３種目優勝、

６種目準優勝、２種目３位入賞、個人種目も多数入賞を果たしし、学校総合体育大会同様素

晴らしい成績を収めました。私も二週間にわたって精一杯応援させていただきました。行く

先々で本校生徒の活躍する姿が見られ、勝っても負けてもそこにはドラマがあり、涙涙の感

動的なシーンをたくさん見せていただき心打たれました。 

  県大会でも実力を発揮して、１つでも多くの部活動が入賞を目指してほしいと思います。

今まで大活躍していた３年生が引退後も１、２年生がこのように頑張っています。３年生は

安心して見守っていただきたいと思います。また、１０月２５日に実施された「川口市中学

校駅伝競走大会」でも本校の生徒は大活躍しました。 

 一方、文化面でも大活躍。正に「文武両道」を掲げる戸塚西中学校を裏付ける成績でした。  

 

校内長距離走大会 & 水上自然教室（２学年）大成功  

        １０月２１日に実施した「校内長距離走大会」は、多くの保護者のご支援の下 

   無事終了することができました。また、１０月２８日から２泊３日で行われた  

   ２年生の「水上自然教室」も多くの成果をあげることができました。 

   校内長距離走大会 総合優勝  １年７組、２年８組、３年３組  

                総合準優勝 １年２組、２年３組、３年２組 

            ３位    １年５組、２年１組、３年７組 

            敢闘賞   特別支援学級 

 

市民体育祭より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅伝競走大会 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

川口市立戸塚西中学校 学校だより 

平成２８年度１１月号 ２８－７号 

TEL 048-298-0088 FAX 048-298-0093 

～花と緑と心ふれあう学舎～ 



今今今月月月ののの予予予定定定   
 

 

 

＜川口市新人兼市民体育祭＞ 

サッカー 第１位 

神原洸太 小名坂航平 湊柊吾 藤城龍之介 三井涼雲 小林佑 加藤匠 齋藤真  

藤田大輝 大橋剣心 葛岡孝大 木場琳久 田辺祐太郎 小岩大泰 中山千汰 吉田開  

本山遥樹 山﨑翔太郎 湯原昂矢 猪瀬洸希 

ハンドボール 男子 第 1位  

赤羽洸星 須藤瑞生 長岡倫之進 若園瑛弘 笠倉由開 関根崚八 小澤輝士 西野来希 

奥田将生 山口丈翔 渡辺竜也 牛込力 大島諒真 中村一葵 佐山佳樹 

ハンドボール 女子 第２位 

  豊田奈那実 持田絢音 馬場愛璃 酒井ひなの 高草木明 岡田涼美 五十嵐真愛  

曽根舞子 礒部美緒 奥田茉緒 肥留間ゆつき 住吉梢 槇仁那 吉田芳 

女子バスケット 第３位  

中辻巴乃 菱沼夏菜 山上彩夏 板東青澄 水島杏 飯田春菜 荻島伶奈  山田彩加  

平山瑠菜 松嵜花奈 水口さくら 渡邊瑚花 山田七星 宍倉帆奈 高橋沙奈  

近藤菜月 川崎美羽 新田つぐみ 

 

 

卓球 男子団体戦第２位 大鶴康祐 橋本錬 本田竜也 新橋涼平 土屋拓真 岡田歩允 

田井俊宏 飯島啓太 亀山潤大 上田博之 

卓球 女子団体戦第２位 井口舞優 横須賀莉奈 佐川あかね 河村真心 小針紬  

池田かんな 宿岩芽梨香 井上琴実 今村紗彩 齋藤万里奈 

個人戦 男子ダブルス第２位 田井俊宏 本田竜也 

個人戦 女子ダブルス第３位 井口舞優 佐川あかね 

剣道 女子団体戦第 3位 岩井里紗 白石琴音 石川瑚都 矢貫梨沙 吉永晴香 植田美舞 

福田詩織 

 女子個人戦 2年生の部第 2位 石川瑚都 

体操競技 女子団体総合 第２位 五十嵐鈴乃 田中佳緒 地村渚沙 濵 暖 

女子個人総合 第３位 五十嵐鈴乃 

女子種目別跳馬 第３位 五十嵐鈴乃 第３位 田中佳緒 

女子種目別ゆか 第３位 五十嵐鈴乃 

男子個人総合  第３位 小山 拓海 

男子種目別ゆか 第３位 小山 拓海 

男子種目別鉄棒 第３位 小山 拓海 

新体操  団体第１位 大村梨々香 樋口菜々子 熊谷遥菜 加藤羽乃 田原くるみ 

女子ソフトテニス部 団体戦第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 

個人戦 第１１位 岡部愛優 中村紗也香 

水泳 男子２００ｍリレー第２位（1分５１秒８２） 

栗原カーン 高橋優太 有泉貴博 菅野涼馬 

男子２００ｍバタフライ第１位（２分３０秒１９）木村藍翔 

男子２００ｍ自由形第１位（２分００分１０）栗原カーン 

女子１００ｍ背泳ぎ第１位（１分１３秒５１）平野美羽 

男子１００ｍ背泳ぎ第１位（１分０４秒３１）菅野涼馬 

男子５０ｍ自由形第２位（２８秒７１）有泉貴博 

女子５０ｍ背泳ぎ第３位（３７秒８３）茂木美咲 

男子５０ｍ平泳ぎ第３位（３７秒８１）堀江 樹 

男子４００ｍメドレーリレー第２位（４分３０秒５７） 

菅野涼馬 高橋優太 木村藍翔 栗原カーン 

男子総合第２位 有泉貴博 

ハンドボール埼玉県選抜  第２５回関東中学校ハンドボール大会兼第２６回 JOCジュニア

オリンピック大会関東地区予選 第１位 豊増明志 公家翔司 伊藤直希 

川口市駅伝競走大会 ３位 木村遥 山田七星 坂東青澄 菱沼夏菜 小林美衣那 

第 68回北足立地区科学教育振興展覧会 

優秀賞 戸高瑛葉 

優秀賞 藪開登 桑原希武 池田圭祐 島根春七 安田広大 山岸裕明 阿部夏澄  

大川彩花 小堤元太 石川悠介 大島崇暉 長澤優奈 山上朔太朗  

田久保奏汰 山田日向子 山田怜雅 工藤紘也 遠藤楓 

校内長距離走大会(校内順位) 

   ＜男子＞1位 渡部竜也 2位 比留田優 3位 中込 翔 

   ＜女子＞1位 木村 遥 2位 山田七星 3位 小澤彩乃    

日 曜 主 な 予 定 

１ 火 学校公開週間（～11月５日）１年生外部講師来校 特支校外学習（※水上２隊 振替休業日） 

２ 水 

 

 

火 

（※水上２隊 振替休業日） 

３ 木 文化の日 

４ 金 漢検  生徒議会  ３年⑤⑥保護者向け進路説明会 

５ 土 授業公開月曜①～④＋弁当＋薬物乱用防止講演会⑤13：40～ 

６ 日 本校「英検」2次面接会場  

７ 月 （振替休業日） 

８ 火 「Ｂ（２）時間割開始」 専門委員会 1年合唱リハ⑤⑥ 
９ 水 

 

 

火 

２年合唱リハ⑥ 

10 木 ３年合唱リハ⑤⑥   

11 金 生徒朝会  

12 土  

13 日  

14 月  

15 火 １年合唱リハ⑤   

16 水 

 

 

火 

２年合唱リハ⑤⑥  

17 木 ３年合唱リハ⑤ 

18 金  

19 土  

20 日  

21 月 ふれあいデー 

22 火 合唱コンクール（リリア） 

23 水 

 

 

火 

勤労感謝の日 

24 木 ３年生期末テスト第 1日 （１・２年期末テスト１週間前部活停止） 

25 金 ３年生期末テスト第 2日 

26 土  

27 日  

28 月 ３年三者面談（３年午後授業カット） 

29 火 ３年三者面談（３年午後授業カット） 

30 水 

 

 

火 

３年三者面談 （３年午後授業カット） 

生生生徒徒徒ののの活活活躍躍躍  


