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習志野市教育委員会習志野市教育委員会習志野市教育委員会   
習志野市鷺沼２－１－１習志野市鷺沼２－１－１習志野市鷺沼２－１－１   電話電話電話047047047---451451451---115111511151（代表）（代表）（代表）   

習志野っ子 
大活躍！ 

 大阪まで届いた決意！大阪まで届いた決意！大阪まで届いた決意！   

大久保小学校大久保小学校大久保小学校     第四中学校第四中学校第四中学校     習志野高校習志野高校習志野高校     

習志野高校男子バレー部習志野高校男子バレー部習志野高校男子バレー部   

谷津小学校谷津小学校谷津小学校   管弦楽クラブ管弦楽クラブ管弦楽クラブ 第一中学校第一中学校第一中学校   野球部野球部野球部 

習志野高校ソフトボール部習志野高校ソフトボール部習志野高校ソフトボール部   

日本学校合奏コンクール全国大会グランドコンテスト 
千葉県新人体育大会 優勝  

全日本バレーボール高校選手権大会 代表決定戦 優勝 千葉県高校新人ソフトボール大会 優勝 
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音 楽音 楽音 楽   

芸 術芸 術芸 術   

６校８部門 

最優秀校 

12/7,8 

東日本優秀演奏発表会 

出場！ 

東習志野小 金賞 

第四中   金賞 

第五中   金賞 

第七中   金賞 

実籾小   銀賞 

 谷津小  

   金賞・文部科学大臣賞（全国１位！） 
 実花小   金賞 
 第一中   金賞 
 東習志野小 銀賞 

        【管弦楽】 

         谷津小 合奏第２部門、重奏部門 

         第一中 合奏第２部門、重奏部門 

         第六中 重奏部門 

【管楽】 

 東習志野小 管楽合奏部門 

 実籾小   管楽合奏部門 

 第五中   管楽合奏部門 

第四中 最優秀賞、審査員特別賞 
東習志野小 最優秀賞 
実花小   最優秀賞 
第二中   優秀賞 

防火図画 表彰式の様子 

市  長  賞 塩見 美優（鷺沼小） 

議  長  賞 菊永 歩美（大久保東小） 

教 育 長 賞 土屋 駿和（秋津小） 

企業管理者賞 高堀 颯真（鷺沼小） 

千葉県知事賞 

 田中 里歩（谷津南小） 

特  選 

 清峰 愛 （谷津南小） 

入  選 

 徳元 秀真（谷津小） 

 佐藤 愛有（第四中） 

最優秀賞（防災協会長賞） 笹岡 真鈴（藤崎小） 

特別賞 
（危険物安全協会連合会長賞） 

門馬 凛 （屋敷小） 

特別賞（設備協会長） 時田 未優（実籾小） 

市長賞 飛田 結愛（鷺沼小） 

議長賞 田坂 奈々（大久保東小） 

教育長賞 西野 陽翔（実花小） 

ＭＯＡ美術館奨励賞 田中 杏奈（谷津南小） 

市長賞 黒田 真弘（屋敷小） 

教育長賞 大橋 拓馬（大久保小） 

産経新聞社賞 田丸 柚花（大久保小） 

実行委員長賞 渡部 千尋（屋敷小） 

 林 祐太朗（津田沼小） 

  

絵画（幼・小低学年の部） 

ちばアート祭り2019賞 

土屋 駿和（秋津小） 

千葉県合奏フェスティバル 

  屋敷小   優秀賞（県代表）→ 2/9東日本大会出場 

ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 関東甲信越ブロックコンクール 

  大久保東小 合唱の部 銅賞 

千葉県合唱コンクール 

  第二中   合唱部  銀賞 

第六中 

フルート四重奏   銀賞 

クラリネット三重奏 銅賞 

トロンボーン三重奏 銅賞 

弦楽合奏      銅賞 

第四中   金賞（代表）→全日本 金賞 

大久保小  金賞（代表）→全日本 銀賞 

第二中   金賞 
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学 習学 習学 習   

スポーツスポーツスポーツ   

県知事賞（最優秀）髙田 悠里 （第四中） 

千葉市長賞    中居 理紗子（第七中） 

県教育長賞    杉田 知優 （鷺沼小） 
 （青少年読書感想文全国コンクール審査に進出）   

優秀賞      天羽 可朋 （大久保東小） 
佳 作       縄田 莉央 （谷津小） 
         宮下 琥太郎（大久保東小） 

【税の標語】 
 千葉西税務署長賞 内海 優里菜（第六中） 
 千葉西間税会長賞 滝口 ののか（第六中） 
 入   選    山本 遥風 （第二中） 
          楜澤 千晶 （第七中） 
          星  琴巴 （第五中） 
【税についての作文】 
 習志野市長賞   石塚 江晟 （第六中） 

千葉県中学生創造ものづくり教育フェア千葉県中学生創造ものづくり教育フェア千葉県中学生創造ものづくり教育フェア   
創造アイディアロボットコンテスト創造アイディアロボットコンテスト創造アイディアロボットコンテスト   

 基礎部門・応用部門 特別賞  第一中 

 

次世代を担う子どもたちの太巻き祭り寿司次世代を担う子どもたちの太巻き祭り寿司次世代を担う子どもたちの太巻き祭り寿司   
デザインコンテストデザインコンテストデザインコンテスト   中学生の部中学生の部中学生の部   

 優秀賞 前澤 日向、林 タカラ（第七中） 
 

ウィズガス全国親子クッキングコンテストウィズガス全国親子クッキングコンテストウィズガス全国親子クッキングコンテスト   県大会県大会県大会   
 ウィズガス賞 笠井 貴史（秋津小） 

ベスト８以上の結果をご紹介します 

【団体競技】 

野         球野         球野         球     優勝   第一中（２年連続）  

     →全日本少年春季軟式野球大会出場（３月静岡県） 

男子バレーボール男子バレーボール男子バレーボール   準優勝  第七中 

女子バスケットボール女子バスケットボール女子バスケットボール 準優勝  第一中 

男子バスケットボール男子バスケットボール男子バスケットボール ベスト８ 第三中 

【個人競技】【個人競技】【個人競技】   

陸上陸上陸上 共通男子走高跳 ３位 水上 はる （第一中） 

   共通女子走高跳 ３位 木村 雪乃 （第四中） 

水泳水泳水泳 100ｍ自由形   ２位 田中 優真 （第二中） 

   50m自由形    ４位 田中 優真 （第二中） 

   50mバタフライ  ５位 園田 唯   （第一中） 

柔道柔道柔道 女子44kg級 ベスト８ 藤本 ひまり （第二中） 

★☆★☆★☆その他大会★☆★☆★☆ 
【新体操】  
全日本体操クラブ団体選手権全日本体操クラブ団体選手権全日本体操クラブ団体選手権   

ジュニアの部ジュニアの部ジュニアの部  
準優勝 第二中  

北原 真優（リボン５） 
 
【ウェイトリフティング】 
全国女子中学生全国女子中学生全国女子中学生   

ウェイトリフティング選手権大会ウェイトリフティング選手権大会ウェイトリフティング選手権大会   
ウェイトリフティング64kg 

第６位 第四中 中村 美月 
 
【硬式テニス】 
千葉県中学生秋季テニス選手権大会千葉県中学生秋季テニス選手権大会千葉県中学生秋季テニス選手権大会   
女子シングルス 
 優勝  第四中 平野 友里菜 
男子シングルス 
 準優勝 第五中 小林 拓真 

【野球】 
ＢＦＡ   ＢＦＡ   ＢＦＡ      
      Ｕ１５アジア野球選手権大会Ｕ１５アジア野球選手権大会Ｕ１５アジア野球選手権大会   
 優勝 第一中  

小林 洸貴（キャプテン） 
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の活躍 

【男子バレーボール部】  
第７２回全日本バレーボール高校選手権大会第７２回全日本バレーボール高校選手権大会第７２回全日本バレーボール高校選手権大会   代表決定戦代表決定戦代表決定戦   
優勝（１３年連続 ３６回目） 春高バレー出場！ 

 
千葉県高校新人ボクシング大会 

学校対抗 優勝  

ピン級 佐伯 侑馬 優勝 

ライトフライ級 鈴木 海瑠 準優勝 

フライ級 柴  彪馬 準優勝 

バンタム級 髙橋 孟 準優勝 

ライト級 髙橋 慶翔 優勝 

 大石 啓斗 準優勝 

ウェルター級 三木 翔一朗 優勝 

（上記の選手全員 関東選抜大会出場） 

【女子バレーボール部】 
第７２回全日本バレーボール高校選手権大会第７２回全日本バレーボール高校選手権大会第７２回全日本バレーボール高校選手権大会   代表決定戦代表決定戦代表決定戦   

   ベスト４ 

【空手道部】千葉県高校新人空手道大会千葉県高校新人空手道大会千葉県高校新人空手道大会        

 個人組手－59kg級 丸木 雛姫 優勝（関東選抜大会出場） 

【弓道部】千葉県高校新人弓道大会千葉県高校新人弓道大会千葉県高校新人弓道大会  男子団体 第３位 

【吹奏楽部】 
第３２回全日本マーチングコンテスト第３２回全日本マーチングコンテスト第３２回全日本マーチングコンテスト     金賞 
第８回日本学校合奏コンクール２０１９第８回日本学校合奏コンクール２０１９第８回日本学校合奏コンクール２０１９   
                  全国大会グランドコンテスト全国大会グランドコンテスト全国大会グランドコンテスト 金賞 
第６７回全日本吹奏楽コンクール第６７回全日本吹奏楽コンクール第６７回全日本吹奏楽コンクール     銀賞 

【野球部】 
第７２回秋季千葉県高校野球大会第７２回秋季千葉県高校野球大会第７２回秋季千葉県高校野球大会  

優勝（６年ぶり９回目） 

第７２回秋季関東地区高校野球大会第７２回秋季関東地区高校野球大会第７２回秋季関東地区高校野球大会  ベスト８ 

スポーツスポーツスポーツ   

千葉県小学生男女ソフトボール選手権千葉県小学生男女ソフトボール選手権千葉県小学生男女ソフトボール選手権   

優勝 大久保ブルースカイ（大久保小） 

千葉県スプリント選手権水泳競技大会千葉県スプリント選手権水泳競技大会千葉県スプリント選手権水泳競技大会   
【男子10歳以下の部】 野中 祐玖（大久保東小） 
      200m個人メドレー ３位  
      50mバタフライ   ８位   
      50m自由形     ８位   
【男子11・12歳の部】 尾崎 太紀（大久保東小） 

      200m個人メドレー ４位 
      50m背泳ぎ     ３位   
      50m平泳ぎ     ６位   

フィギュアスケートノービス選手権大会フィギュアスケートノービス選手権大会フィギュアスケートノービス選手権大会   
ノービスＡ男子 川西 陽成（谷津小） 
ノービスＡ女子 長山 桃子（谷津小） 

全国大会出場！ 

千葉県少年柔道大会千葉県少年柔道大会千葉県少年柔道大会   
女子団体の部 優秀選手 小川 恵舞  (屋敷小) 
            小川 舞桜  (屋敷小) 
男子団体の部 優秀選手 小川 皓太郎 (屋敷小) 
女子１年の部 準優勝   小川 恵舞  (屋敷小) 
女子４年35kg超級 ３位 武田 桃佳  （実花小） 
女子５年40kg以下級  
         優勝 武田 優希   (実花小） 
男子６年50kg超級 優勝  小川 皓太郎 (屋敷小) 

千葉県柔道連盟柔道大会千葉県柔道連盟柔道大会千葉県柔道連盟柔道大会   
小学１年の部 ３位   小川 恵舞  (屋敷小) 
       ３位   安藤 優晴  (実花小) 
小学６年の部 優勝   小川 皓太郎 (屋敷小) 

千葉県少年野球低学年大会千葉県少年野球低学年大会千葉県少年野球低学年大会   
最優秀選手 日髙 龍之介（藤崎小） 

（船橋・習志野台ワンパクズ所属） 
第４９回千葉県少年野球大会第４９回千葉県少年野球大会第４９回千葉県少年野球大会   
第３位 村田 久河（津田沼小） 

（千葉・幕張ヒーローズ所属） 

ＡＳＢＣアジアユース男女ボクシング選手権大会ウランバートルＡＳＢＣアジアユース男女ボクシング選手権大会ウランバートルＡＳＢＣアジアユース男女ボクシング選手権大会ウランバートル 201920192019   
男子60kg 堤 麗斗   優勝 

第２９回ＷＢＳＣ第２９回ＷＢＳＣ第２９回ＷＢＳＣ   Ｕ１８ベースボールワールドカップＵ１８ベースボールワールドカップＵ１８ベースボールワールドカップ   
 飯塚 脩人  第５位 

【ソフトボール部】 
千葉県高校新人ソフトボール大会千葉県高校新人ソフトボール大会千葉県高校新人ソフトボール大会   

優勝（２年ぶり ２２回目）  
全国選抜大会出場！ 

【ボクシング部】 

【男子バスケットボール部】 
全国高校バスケットボール選手権大会 全国高校バスケットボール選手権大会 全国高校バスケットボール選手権大会    

千葉県予選会  千葉県予選会  千葉県予選会  ベスト８ 

【剣道部】   
千葉県高校新人剣道大会千葉県高校新人剣道大会千葉県高校新人剣道大会   男子団体戦   ベスト８   

【柔道部】    
千葉県高校新人柔道大会千葉県高校新人柔道大会千葉県高校新人柔道大会 男子団体戦  準優勝 
   【個人戦】 
  男子60kg級  関本 賢太  優勝 

（第４２回全国高校柔道選手権大会出場） 
  男子81kg級  岩下 幹人  優勝 

（第４２回全国高校柔道選手権大会出場） 
  男子90kg級  黒川 響   優勝 
  男子73kg級  後藤 颯太  第３位 
  男子100kg級  伊藤 亜沙斗  第３位 
  男子66kg級  髙橋 連   ベスト８ 
         田島 義偉  ベスト８ 
  男子73kg級  池田 智哉  ベスト８ 


