
平成２９年度 赤穂市立赤穂中学校部活動報告 

剣道部 

【赤穂市民体育祭】Ｈ２９．５．２０ 

男子個人１年 優勝 井上 晴矢  ２位 山田 皓暉  

       ３位 椎畑 元稀  ３位 高田 誠也 

      ２年 優勝 今井 悠貴 

女子個人１年 優勝 片岡 三咲  

    ２年 ３位 鳴瀧 冴子  

 

【赤穂市中学校総合体育大会】Ｈ２９．７．１ 

男子個人１年  優勝 井上 晴矢  ２位 高田 誠也  

    ３年 ３位 谷口 翔大  

女子個人１年 １位 片岡 三咲  

 

【赤穂市中学校新人総合体育大会】Ｈ２９．９．３０ 

男子個人１年 優勝 高田 誠也  ２位 井上 晴矢  

       ３位 山田 皓暉  

    ２年 ２位 今井 悠貴  

女子個人１年 優勝 片岡 三咲  

    ２年 優勝 鳴瀧 冴子  

男子団体   優勝 今井 悠貴 大﨑 誉志 井上 晴矢  

高田 誠也 山田 皓暉 

   

【西播中学校新人総合体育大会】Ｈ２９．１０．１４ 

女子個人    ３位 片岡 三咲 県新人大会出場  

５位 鳴瀧 冴子 県新人大会出場  

男子団体   ２位 今井 悠貴 大﨑 誉志 井上 晴矢  

高田 誠也 山田 皓暉 

                      県新人大会出場  

 

【兵庫県中学校剣道新人大会】 Ｈ２９．１１．８ 

女子個人    ２位 片岡 三咲  ５位 鳴瀧 冴子 

 

柔道部 

【市民体育祭】 Ｈ２９．５．７   ６．３（１年生の部）       

 男子団体    ２位  田原、那須、川島、東 

  女子団体    ２位  鳥島、竹内                             

  男子２年生 １位 田原侑磨 ２位 那須琉斗 ３位 東大空                           

  女子３年生  ２位  鳥島楓  

 女子１年生 １位 竹内絢音                

          

【赤穂市中学校総合体育大会】Ｈ２９．７．２ 

男子団体        ２位 田原、那須、川島幸、東、川島朋 

女子団体    ２位 鳥島、松尾、竹内  

男子６６㎏超級  ３位   川島幸也 

男子５７㎏級  ３位 鳥島楓 

女子４８㎏級  １位 竹内絢音  

 

【西播中学校総合体育大会】Ｈ２９．７．１５～１６ 

男子６６㎏級  １位 川島幸也 

男子６０㎏級  ２位 東大空 

男子７３㎏級  ２位 那須琉斗 

男子９０㎏超級 ３位 田原侑磨 

女子５７㎏級  ３位 鳥島楓      

                                                                           

【赤穂市中学校新人体育大会】Ｈ２９．１０．１                                           

男子団体      １位 田原、那須、東、川島朋 

女子団体   １位 松尾、竹内 

男子６０㎏超級 １位 那須琉斗 ２位 田原侑磨                                       

男子６０㎏級  １位 東大空  

女子５２㎏級 １位 竹内絢音 ３位 松尾博実 

 

【西播中学校新人体育大会】Ｈ２９．１０．１４ １１．３ 

男子団体 ３位 田原、那須、東、川島朋 

男子６０㎏級   １位 東大空  県大会出場 

男子７３㎏級  １位 那須琉斗 県大会出場 

男子９０㎏超級 １位 田原侑磨 県大会出場 

女子５２㎏級  ２位 松尾博実  県大会出場 



【兵庫県中学校新人体育大会】Ｈ２９．１２．２・３                                      

男子団体 ３回戦敗退                                                                             

卓球部                         

【赤穂市中学校総合体育大会】 Ｈ２９．７．１ 

  女子団体の部      ３位      

【全日本卓球選手権カデット赤穂市大会】Ｈ２９．７．１７ 

   女子ダブルスの部     ３位 上垣・大崎 組             

【赤穂市新人体育大会】    Ｈ２９．９．３０  

     女子団体         ３位  

【赤穂市秋季卓球大会】    Ｈ２９．１０．２９  

    女子団体の部２部    ３位 大崎・上垣・益田 

【西播地区ダブルスチームカップ】Ｈ２９．１２．１７  

     女子２部        １位  橋本・西濱・富田・野山 

 

バスケットボール部   

【赤穂市中学校総合体育大会】  H２９．７．１ 第 1 位 

男子スリーポイント 第１位 津原 一樹 

                                第３位 井上 瑛太郎 

            男子フリースロー     第１位 津原 一樹 

 西播地区中学校総合体育大会】 H２９ ．７．１５～１６  

第３位  

1 回戦   龍野東－赤穂 

         決勝リーグ 太子西―赤穂 

               県立大附属中学－赤穂  

               赤穂－那波中 

               優秀選手賞 津原一樹  

【市内新人大会】 H２９．９．３０  第 1 位   

             

【西播新人大会】 H２９．１０．１４ 赤穂―那波 

                              上郡―赤穂  

３位決定戦 赤穂－赤穂西 

第３位 県大会出場  

【県新人】  H２９.１２.２３ 鳴尾南中学校 

         １回戦 鹿島中－赤穂  

【西播新人強化大会】H２９．１．１４-１５ 第 3 位 

                    リーグ戦 上郡－赤穂 

                           県立大附属－赤穂 

                           赤穂－赤穂西  

          入れ替え戦赤穂－太子東        

【ライオンズ杯】    H２９．２ ．３  広陵 －赤穂 

              魚住東―赤穂 

                       ２．１２  赤穂－新宮  

                   上郡－赤穂   

 ソフトテニス部男子 

【赤穂市民総合体育祭】 Ｈ２９．５．２０ 

個人 １位  石黒誠也・中元亮太 組 

   ２位  市瀬大聖・久保彰広 組 

   ５位  中村謙信・清水良将 組 

【赤穂市学校対抗戦】 Ｈ２９．６．３ 

団体 ２位  中村謙信・清水良将・市瀬大聖・久保彰広 

       石黒誠也・中元亮太 

【赤穂市中学校総合体育大会】  Ｈ２９．７．１～２ 

個人 ２位  中村謙信・清水良将 組（西播出場） 

３位  市瀬大聖・久保彰広 組（西播出場） 

５位  石黒誠也・中元亮太 組（西播出場） 

【氷上杯】 Ｈ２９．８．２０ 

団体 ３位  有年快斗・小林冬夢・川畑颯士・後藤諒成 

       千崎雄太・山本一輝・北野隼人  

【赤穂市新人大会】 Ｈ２９．９．３０～１０．１ 

個人 ５位  有年快斗・後藤諒成 組（西播出場） 

    千崎雄太・小林冬夢 組（西播出場） 

９位  平野龍之介・北野隼人 組（西播出場） 

団体 ２位  有年快斗・後藤諒成・川畑颯士・小林冬夢 

       千崎雄太・北野隼人・平野龍之介・藤木奨真 

【赤穂市学年別ソフトテニス大会】 Ｈ２９．１１．４ 

個人（２年の部） ５位  有年快斗・後藤諒成 組 

個人（１年の部） １位  川畑颯士・山本一輝 組 

 



ソフトテニス部女子                                               

【赤穂市民総合体育祭】      H２９．５．１４ 

女子個人 １位  桃井璃子・真殿涼子 組  

     ３位  畑中望愛・木下茉凜 組  

【赤穂市中学校学校対抗戦】  H２９．６．１０ 

女子団体 １位 （Ａチーム）  

桃井璃子・真殿涼子・畑中望愛  

木下茉凜・岸田綾佳・平山瑠依  

【赤穂市中学校総合体育大会】  H２９．７．１～２  

女子団体 １位  桃井璃子・真殿涼子・畑中望愛・木下茉凜                          

         岸田綾佳・平山瑠依・清原瑞希・沖千晴  

                    （西播出場）  

女子個人 １位  桃井璃子・真殿涼子 組（西播出場）  

     ３位  畑中望愛・木下茉凜 組（西播出場）  

     ９位  清原瑞希・沖 千春 組（西播出場）  

     ９位  岸田綾佳・平山瑠依 組（西播出場）  

【西播地区中学校総合体育大会】    H２９．７．１６  

女子個人 ５位  桃井璃子・真殿涼子 組（県出場）  

【赤穂市中学校新人体育大会】 H２９．９．３０～１０．１  

女子個人 ４位 遠藤穗乃香・名田陽香 組（西播出場）  

          ５位 竹下柚那・髙岡沙良  組（西播出場）  

【赤穂市学年別ソフトテニス大会】  H２９．１１．４  

女子個人(１年の部)  １位 竹下柚那・髙岡沙良 組  

                     ３位 小田一葉・若狹弘実 組  

【西播地区中学校ソフトテニスのじぎくカップ大会】  

   H２９．１２．２  

女子個人 ５位  竹下柚那・髙岡沙良 組（県大会出場） 

  

サッカー部 

【赤相カップ】Ｈ２９／４／３０   優勝 

【市民体育祭】Ｈ２９／５／１４      惜敗(0－2) 

【赤穂市中学校総合体育大会】Ｈ２９／７／１ 惜敗(1－2) 

【高円宮杯】Ｈ２９／８／２６  予選リーグ敗退 

【赤穂市中学校新人大会】Ｈ２９／１０／１ 優勝  

【西播磨中学校新人大会】Ｈ２９／１０／１４，１５ 準優勝  

【兵庫県中学校新人大会】Ｈ２９／１２／９ 初戦敗退(1－3)  

【Ｕ－１３大会】Ｈ２９／１２／２３，２４  ベスト４ 

【西播地区大会】Ｈ３０／１／２１      初戦敗退 

 

野球部 

【坂越中学校招待野球大会】Ｈ２９／４／２３ 二回戦敗退 

【市民体育祭】Ｈ２９／５／１３          初戦敗退 

【赤穂市中学校総合体育大会】Ｈ２９／７／２  初戦敗退 

【二市一町大会】Ｈ２９／９／２       初戦敗退 

【赤穂市中学校新人大会】Ｈ２９／９／３０  初戦敗退 

【全日本少年軟式野球大会赤穂予選会】Ｈ２９／１２／２ 初戦敗退  

バレーボール部 

【西播地区中学校春季バレーボール大会】  

 Ｈ２９．４．２３～３０ １回戦敗退  

 １回戦 龍野東－赤穂（２－０）  

【赤穂市民体育祭】  Ｈ２９．５．１４     ４位  

【相生ペーロン祭協賛第 56 回中西播バレーボール大会】  

 Ｈ２９．５．２８～２９ １回戦敗退   

１回戦 飾磨東－赤穂（２－０） 

【赤穂市中学校総合体育大会】  

 Ｈ２９．７．１ ４位 

１回戦 赤穂西・有年―赤穂（２－０） 

２回戦 坂越―赤穂（２－０） 

３回戦 赤穂東―赤穂 （２－１）  

 

【赤穂市中学校新人体育大会】   

Ｈ２９．９．３０  ４位 

１回戦 西・有年－赤穂（２－０）  

２回戦 赤穂東－赤穂（２－０） 

【西播中学校冬季バレーボール大会】  

H２９．１．１３～１４ １回戦敗退 

  １回戦 赤穂－坂越（１－２） 



水泳部 

【赤穂市ジュニア春季水泳記録会】Ｈ２９．５．１４  

 男子５０ｍバタフライ   ３位 小川 聖雄 

 女子５０ｍ自由形     ２位 河村 凛 

 女子２００ｍ個人メドレー ３位 河村 凛 

 女子５０ｍ背泳ぎ     ２位 河村 凛 

 女子５０ｍ背泳ぎ     ３位 池田 美憂 

【第 12 回淡路島交流水泳競技大会】Ｈ２９．５．２８  

 女子５０ｍ背泳ぎ     １位 河村 凛 

 女子５０ｍ自由形     １位 河村 凛 

 女子１００ｍ自由形    １位 河村 凛 

 女子１００ｍ背泳ぎ    １位 池田 美憂 

 男子１００ｍ背泳ぎ    ２位 溝口 晃太 

 男子５０ｍ背泳ぎ     ３位 溝口 晃太 

 女子５０ｍ平泳ぎ     ３位 高坂 仁衣奈  

 男子５０ｍ平泳ぎ     ２位 田淵 康介 

 男子４００ｍ自由形    ２位 小川 聖雄 

 女子２００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ   ３位 池田・河村・高坂・津野  

【赤穂市中学校総合体育大会】Ｈ２９．７．２  

 男子２００ｍ自由形    ２位 溝口 晃太 

 男子４００ｍ自由形    １位 小川 聖雄 

 男子１００ｍ平泳ぎ    ３位 田淵 康介 

 男子２００ｍ平泳ぎ    １位 田淵 康介 

 男子２００ｍ背泳ぎ    ２位 溝口 晃太 

 男子２００ｍ個人メドレー ２位 小川 聖雄 

 女子５０ｍ自由形      １位 舩本 愛子  

 女子５０ｍ自由形      ３位 高坂 仁衣奈  

 女子１００ｍ自由形     １位 舩本 愛子  

 女子１００ｍ平泳ぎ     ２位 高坂 仁衣奈  

 女子１００ｍ背泳ぎ     １位 河村 凛 

 女子１００ｍ背泳ぎ     ３位 池田 美憂  

 女子２００ｍ背泳ぎ     １位 池田 美憂  

男子４００ｍフリーリレー ３位 小川・田淵・宮本・溝口  

 男子４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ   ３位 溝口・田淵・小川・宮本  

 女子４００ｍフリーリレー １位 舩本・河村・高坂・池田  

 女子４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ   １位 池田・河村・舩本・高坂  

 

【西播中学校総合体育大会水泳競技大会】Ｈ２９．７．９  

女子総合 １位   

男女総合 ２位  

 男子２００ｍ自由形   ３位 小川 聖雄（県大会出場）  

 男子４００ｍ自由形   ３位 小川 聖雄（県大会出場）  

 男子２００ｍ平泳ぎ   ２位 田淵 康介（県大会出場）  

 女子５０ｍ自由形    １位 舩本 愛子（県大会出場）  

 女子５０ｍ自由形    ２位 河村 凛（県大会出場）  

 女子５０ｍ自由形   ３位 高坂 仁衣奈（県大会出場）  

 女子５０ｍ自由形    １位 舩本 愛子（県大会出場）  

 女子５０ｍ自由形    ３位 河村 凛（県大会出場）  

 女子１００ｍ平泳ぎ  ３位 高坂 仁衣奈（県大会出場）  

 女子１００ｍ背泳ぎ   ５位 池田 美憂（県大会出場）  

 女子２００ｍ背泳ぎ   ３位 池田 美憂（県大会出場）  

男子４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ４位 溝口・田淵・小川・河原  

（県大会出場）  

女子４００ｍフリーリレー  １位  舩本・河村・高坂・ 池田                         

（県大会出場）  

女子４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ １位 池田・河村・舩本・高坂  

（県大会出場）  

 

【兵庫県中学校選手権水泳競技大会】Ｈ２９．７．２７  

 女子５０ｍ自由形  １位 舩本 愛子（全国大会出場）  

            ※県中学校新記録  

【赤穂市民体育祭】Ｈ２９．８．６  

 男子１００ｍ背泳ぎ      ２位 溝口 晃太  

 男子２００ｍ個人メドレー   ２位 小川 聖雄  

 男子２００ｍフリーリレー ３位 小川・田淵・河原・溝口  

 男子２００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ   ３位 是兼・溝口・小川・河原  

 女子５０ｍ自由形       １位 河村 凛  

 女子５０ｍ自由形       ２位 高坂仁衣奈  

 女子１００ｍ自由形      ２位 池田 美憂  

 女子１００ｍ平泳ぎ      １位 河村 凛  

 女子１００ｍ平泳ぎ      ３位 高坂 仁衣奈  



 女子１００ｍ背泳ぎ    ２位 池田 美憂 

 女子２００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ   ２位 池田・河村・高坂・宮本  

 女子２００ｍフリーリレー １位 池田・高坂・宮本・河村  

 

【赤穂市新人水泳競技大会】Ｈ２９．８．１０  

 男子５０ｍ自由形     ３位 前田 陽大 

 男子１００ｍ自由形    ３位 前田 陽大 

 男子１００ｍ背泳ぎ    ２位 田淵 康介 

 男子１００ｍバタフライ  ２位 是兼 直哉 

 男子１００ｍ平泳ぎ    １位 田淵 康介 

 男子４００ｍフリーリレー ２位 前田・田淵・宮本・是兼  

 男子４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ   ２位 山本・田淵・是兼・宮本  

 女子５０ｍ自由形     １位 河村 凛 

 女子１００ｍ自由形    １位 河村 凛 

 女子１００ｍ平泳ぎ    １位 河村 凛 

 女子１００ｍ背泳ぎ    １位 池田 美憂 

 女子４００ｍフリーリレー ２位 河村・中村・宮本・池田  

 

【兵庫県中学校学年別水泳競技大会  

兼 兵庫県中学校新人水泳競技大会】Ｈ２９．８．２４  

 １年女子１００ｍ背泳ぎ  ５位 池田 美憂 

 １年女子１００ｍ自由形  ６位 河村 凛 

【赤穂市ジュニア秋季記録会】Ｈ２９．９．３ 

 女子５０ｍ自由形     １位 舩本 愛子 

 女子１００ｍ自由形    １位 舩本 愛子 

 女子２００ｍ個人メドレー １位 舩本 愛子 

 男子４００ｍ自由形    １位 溝口 晃太 

 男子１００ｍバタフライ  ２位 小川 聖雄 

 男子１００ｍ平泳ぎ    １位 田淵 康介 

 女子５０ｍ自由形     ２位 河村 凛 

 女子１００ｍ自由形    ２位 河村 凛 

女子１００ｍ自由形    ３位 池田 美憂 

女子１００ｍ平泳ぎ    ２位 高坂 仁衣奈 

 女子１００ｍ背泳ぎ    ２位 池田 美憂 

 女子２００ｍ個人メドレー ２位 河村 凛 

 

【明石市室内選手権水泳競技大会】Ｈ２９.１０.２９  

 女子１００ｍ背泳ぎ    ２位 河村 凛 

【第 25 回赤穂市室内水泳競技大会】Ｈ３０ .２.４ 

 女子５０ｍ自由形    １位 舩本 愛子 

 女子１００ｍバタフライ  ２位 舩本 愛子 

 男子２００ｍ平泳ぎ    １位 田淵 康介 

 

陸上競技部 

【赤穂市陸上競技選手権大会】Ｈ２９.４.２９  

共通男子２００ｍ     １位 池内 和輝  

共通女子１００ｍ     ２位 濱本 愛梨 

３位 岡村 祐果  

  共通女子２００ｍ     １位 濱本 愛梨  

２位 本庄 令奈  

３位 岡村 祐果  

【郡市区対抗陸上 陸上競技大会】Ｈ２９.５.３  

中学男子４００ｍ     ３位 山本 秀  

 

【赤穂市民体育祭 陸上競技大会】Ｈ２９.５.１４ 

中学男子２００ｍ     ２位 山本 秀  

中学男子４００ｍ     １位 山本 秀(大会新) 

中学男子砲丸投      １位 出井 愁二  

３位 藤原 颯太 

 中学男子円盤投      １位 出井 愁二  

中学男子走幅跳      ３位 山本 琉斗  

中学男子 4×100mR    １位 赤中Ａ  

(山田－村上－山本琉－山本秀 )  

 中学女子 100mH      ２位 神田 陽南  

３位 寺田 聖菜  

  中学女子砲丸投      ２位 瀧谷 咲月  

 中学女子走高跳      ２位 寺田 聖菜  

 

【赤穂市中学校総合体育大会】Ｈ２９.６.２４ 

１年男子１００ｍ      １位 松崎 碧羽  

２位 藤原 颯太 



２年男子１００ｍ      １位 村上 洸士  

共通男子２００ｍ       ２位 山本 秀  

共通男子４００ｍ      １位 山本 秀(大会新) 

共通男子３０００ｍ     ２位 谷 友貴  

共通１１０ｍＨ       ３位 細谷 魁聖  

共通男子砲丸投       １位 出井 愁二  

３位 藤原 颯太  

共通男子円盤投       １位 出井 愁二  

共通男子走高跳       １位 山田 陽向汰  

共通男子三段跳       ３位 山本 琉斗  

共通男子四種競技    ３位 細谷 魁聖  

共通男子 4×100mR  ３位 那木－細谷－山田－山本秀 

低学年男子 4×100mR １位 山本琉－松崎－藤原-村上 

１年女子８００ｍ    ２位 瀧谷 桜  

共通女子１００ｍＨ   ２位 寺田 聖菜  

  ３位 神田 陽南  

共通女子走幅跳     ２位 松原 未空   

共通女子 4×100mR  ３位 髙木－岡村－山手－濱本 

低学年女子 4×100mR ３位 神田－小林－宮元－本庄                    

男子総合２位  女子総合３位  男女総合３位  

 

【通信陸上兵庫県大会 陸上競技大会】Ｈ２９.７.１２ 

 共通男子４００ｍ     予選 山本 秀 5１”27 

               (全国大会標準記録 51”60 突破) 

           決勝 ４位 山本 秀 52”47   

【西播地区総合体育大会陸上競技大会】Ｈ２９.７.１５-１６ 

共通男子２００ｍ     ２位 山本 秀(県大会) 

共通男子４００ｍ    １位  山本 秀(県大会) 

共通男子砲丸投     １位 出井 愁二(県大会）  

共通男子円盤投     ３位 出井 愁二(県大会） 

  共通女子円盤投     ３位 瀧谷 咲月(県大会） 

【兵庫県総合体育大会 陸上競技大会】Ｈ２９.７.２６-２７ 

共通男子４００ｍ    ２位 山本 秀(近畿大会出場) 

【近畿総合体育大会 陸上競技大会】Ｈ２９.８.７-８ 

共通男子４００ｍ    ６位 山本 秀  

【全国総合体育大会 陸上競技大会】Ｈ２９.８.１９-２２ 

共通男子４００ｍ       山本 秀  

【西播中学混成・リレー選手権】Ｈ２９.７.３１ 

スプリントトライアスロン １位 山本 秀（大会新） 
【西播新人陸上競技大会】Ｈ２９.８.２９ 

１年女子８００ｍ      ３位 瀧谷 桜  

１､２年男子砲丸投      ２位 藤原 颯汰 

１､２年女子円盤投      ２位 瀧谷 咲月 

 

【西播陸上競技選手権大会】Ｈ２９.８.２９ 

共通男子２００ｍ     １位 山本 秀 

共通男子４００ｍ     １位 山本 秀 

共通男子円盤投      ３位 出井 愁二 

共通男子砲丸投      １位 出井 愁二 

２位 池内 和輝 

【赤穂市中学校新人陸上競技大会】Ｈ２９.９.２  

  共通男子１００ｍ     ３位 村上 洸士 

共通男子２００ｍ     ２位 村上 洸士 

共通男子４００ｍ     ２位 那木 大介 

３位 山田 陽向汰 

 共通男子３０００ｍ    １位 谷 友貴 

共通男子１１０ｍＨ     ２位 細谷 魁聖 

共通女子１５００ｍ    ３位 瀧谷 桜 

共通女子１００ｍＨ    ３位 神田 陽南 

 共通男子走幅跳      １位 松崎 碧羽 

 共通男子走高跳      ２位 山田 陽向汰 

 共通男子砲丸投      １位 藤原 颯汰 

 共通男子円盤投      ３位 藤原 颯汰 

 共通男子四種競技     ２位 細谷 魁聖  

共通女子砲丸投      ２位 瀧谷 咲月 

 共通女子円盤投      １位 瀧谷 咲月 

共通男子 4×100ｍR １位 松崎－藤原－山本琉－村上  

  共通女子 4×100ｍR 3 位 野村－粟井－神田－瀧谷桜  

  

【赤穂市中学校駅伝競走大会】Ｈ２９.９.３０ 

男子１区   区間２位        谷 友貴 

女子１区   区間２位        瀧谷 桜 



 

【赤穂市新人駅伝競走大会】Ｈ３０.１.７ 

男子２区   区間２位（区間新）    谷 友貴 

  ３区  区間１位         山本 琉斗 

４区   区間２位        山田 陽向汰 

   ５区  区間２位         那木  大介 

   ６区  区間２位         細谷  魁星 

 

吹奏楽部 

６月１１日        吹奏楽の祭典 

７月３１日        兵庫県西播地区吹奏楽コンクール  

     S 部門 銀賞・奨励賞  

８月２７日    ささえ愛コンサート  

９月８日     佐渡裕監督による吹奏楽クリニック 

１０月１２日      赤穂市連合音楽会 

１０月２９日   ふれあいまつり 城西地区       

１１月１２日      赤穂市シティマラソン 

１１月１０日   赤穂中学校文化祭 

１１月１８日   西播磨地区ふれあいフェスタ 

１１月１９日   しあわせフェスティバル  

 

１２月２３日    兵庫県西播地区アンサンブルコンテスト 

                            管打７重奏  銀賞 

                            管打６重奏  銅賞   

１月１４日     出初め式 

２月１２日     東備西播定住自立圏事業・  

中学校吹奏楽部交流事業 


