
平成３０年度 赤穂中学校部活動報告 H30.10.11 現在 

柔道部 

 【赤穂市民総合体育祭】 H30.5.13 

 （団体）男子：２位 田原、那須、川島 

 （個人）男子３年    ２位 那須 琉斗 

                      ３位 田原 侑麿 

     男子２年  ３位 川島 朋也 

     女子２年  ３位 竹内 絢音 

【市総体】 H30.7.1 

 男子団体 １位 

  男子個人 66kg  １位 東  大空 

       66kg 超 １位 那須 琉斗 

           ２位 田原 侑磨 

  女子個人 52kg  ３位 竹内 絢音 

       63kg 超 ３位 山脇 千和 

【西播総体】 H30.7.14～15 

 男子個人 90kg 超  １位 田原 侑磨 

            90kg    １位 那須 琉斗 

       60kg   ３位 東  大空 

  女子個人 52kg   ３位 竹内 絢音 

       70kg 超  ３位 山脇 千和 

 【市新人】 H30.10.1 

  男子個人 60kg   1 位 川島 朋也 

  女子個人 52kg   3 位 竹内 絢音 

       52kg 超 ３位 山脇 千和 

 

 

剣道部 

【赤穂市民体育祭】 H30.4.22 

 （男子個人）〔２年生〕１位 高田 誠也 

                       ２位 山田 皓暉 

                       ３位 井上 晴矢 

 （女子個人）〔３年生〕３位 鳴瀧 冴子 

       〔２年生〕１位 片岡 三咲 

【市総体】 H30.7.1 

  男子個人〔１年生〕  ３位 大田 博斗 

             ３位 鳴瀧 良介 

      〔２年生〕  １位 井上 晴矢 

            ２位 山田 皓暉 

            ３位 高田 誠也 

      〔３年生〕  ２位 今井 悠貴 

  女子個人〔２年生〕 ２位 片岡 三咲 

           〔３年生〕  ３位 鳴瀧 冴子 

   男子団体 ２位 今井 悠貴、大﨑 誉志、井上 晴矢 

山田 皓暉、高田 誠也 

【西播総体】 H30.7.14～15 

 男子個人〔３年生〕  ５位 今井 悠貴 

  女子個人〔３年生〕 ２位 鳴瀧 冴子 

      〔２年生〕 ５位 片岡 三咲 

  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 

【市新人】 H30.9.29 

  男子団体 優勝 井上 晴矢、山田 皓暉、高田 誠也 

          椎畑 元稀、大田 博斗、鳴瀧 良介 

  



  1 年男子個人 3 位 鳴瀧 良介 

  2 年女子個人 1 位 片岡 三咲 

  2 年男子個人 1 位 井上 晴矢 

         2 位 高田 誠也 

 

サッカー部 

【赤穂市民体育祭】 H30.5.13 

    １位  赤穂中０－０赤穂西中    

       （ＰＫ戦）５－４ 

【市総体】 H30.6.30 

   赤穂中 ０－１ 赤穂西中 

 

女子バレーボール部 

【市総体】 H30.6.30 

 団体 ４位 

     ①赤穂中  ０－２ 坂越中 

     ②赤穂中 ０－２ 赤穂西・有年中 

      ③赤穂中 ２－１ 赤穂東中 

 

男子バスケットボール部  

 【赤穂市民体育祭】 H30.5.13 １位 

    ※フリースロー大会 ２位 桐谷 貴都 

            ３位 平山 悠輝 

【市総体】 H30.6.30 

  団体  １位 赤穂中 79－64 赤穂西中 

     フリースロー       １位 橋本 佳歩 

     スリーポイントシュート  １位 橋本 佳歩  

                 ２位 梶  貴博 

【西播総体】 H30.7.14～15 

   団体  ３位  

 

陸上競技部 

【赤穂市民体育祭】 H30.5.26 

 （男子）那木 大介(200m) １位、(400m)３位 

          細谷 魁聖(110mH)１位 

     山田陽向汰(400m) ２位、(800m)２位 

     村上 洸士(100m) ２位 

        谷  友貴(1500m)３位 

      藤原 颯汰(砲丸投)１位(大会新) 

               (円盤投)１位 

 4×100mＲ 赤穂中Ａ １位 

     松崎 碧羽、村上 洸士 

    那木 大介、藤原 颯汰 

 4×100mＲ 赤穂中Ｂ ３位 

       山本 琉斗、細谷 魁聖 

        内田蒼一朗、山田陽向汰 

  （女子）瀧谷 咲月(円盤投)１位 

                    (砲丸投)２位 

   4×100mＲ 赤穂中  ３位 

    神田 陽南、本庄 令奈 

    粟井 茄帆、小林 華奈 

【市総体】 H30.6.24 

 （男子）松﨑 碧羽  ２年 100m   １位 

 



          藤原 颯汰    共通砲丸投   １位 

            共通円盤投   １位 

     村上 洸士  共通 200m    １位 

            ３年 100m   ２位 

      内田蒼一朗  １年 1500m   １位 

                        １年 100m   ３位 

     那木 大介  共通 400m   ２位 

            共通 200m   ３位 

          細谷 魁聖  共通 110mH   ２位 

            共通四種競技  ２位 

          有本 宗晃  １年 1500m  ２位 

          山田陽向汰  共通走高跳   ２位 

          谷  友貴  共通 3000m   ３位 

    共通 4×100mR        １位 

       松﨑 碧羽、村上 洸士 

              那木 大介、藤原 颯汰 

  （女子）瀧谷 咲月  共通円盤投  １位 

                        共通砲丸投  ３位 

          神田 陽南  共通 100mH  ３位 

        共通 4×100mR        ３位 

       神田 陽南、本庄 令奈 

       粟井 茄帆、小林 華奈 

  （総合）男子２位、女子３位、男女総合３位 

【西播総体】 H30.7.14～15 

 （男子）藤原 颯汰    共通砲丸投  １位 

            共通円盤投  １位 

          松﨑 碧羽    走幅跳び   ３位 

          細谷 魁聖  110mH      ３位 

（女子）瀧谷 咲月  円盤投げ   ２位 

【西播陸上競技選手権大会・西播新人大会】 H30.8.28 

  （男子）京増 来都 100m    ２位 

           砲丸投げ  １位 

     山本 琉斗  1500m    ２位 

     谷  友貴  3000m    ２位 

     松﨑 碧羽 1・2 年走幅跳１位 

      藤原 颯汰 砲丸投げ  １位 

           円盤投げ  １位 

 （女子）起塚 幸香 砲丸投げ  ３位 

【西播陸上競技選手権大会】 H30.9.2 

  （男子）松﨑 碧羽 100m      １位 

           走幅跳び    １位 

          内田蒼一朗 800m    １位 

     鬼塚 鵬光  3000m    １位 

          藤原 颯汰  砲丸投げ   １位 

           円盤投げ   １位 

 （女子）粟井 茄帆 100m     １位 

     小林 華奈 100mH    １位 

     野村 華恵 走幅跳び   １位 

     上村 若葉 走幅跳び   ２位 

     起塚 幸香 砲丸投げ   １位 

           やり投げ   １位 

     﨑  美愛 砲丸投げ   ２位 

           円盤投げ   １位 

    4×100mリレー        １位 

     （上村、野村、粟井、小林） 

【赤穂市中学校新人体育大会】 H30.9.18 

  （男子）松﨑 碧羽 100m      ２位 

           200m      １位 



          木村太偉至 800m       ２位 

                      1500m      ２位 

          内田蒼一朗 1500m    ３位 

          柴田 陽優 三段跳び   ３位 

     藤原 颯汰  砲丸投げ   １位 

           円盤投げ   １位 

     河原 礼人 砲丸投げ   ３位 

        4×100mリレー        １位 

     （藤友、松崎、木村、藤原） 

 （女子）粟井 茄帆 100m     ３位 

                      200m    ３位 

     瀧谷  桜  800m    ２位 

     小林 華奈 100mH    １位 

     野村 華恵 走幅跳び  ３位 

     上村 若葉 走幅跳び  ２位 

     﨑  美愛 砲丸投げ  ２位 

    4×100mリレー       ２位 

     （上村、野村、粟井、小林） 

  （総合）男子  １位 

 

水泳部 

【市総体】 H30.7.1 

 （男子）田淵 康介  100m 平泳ぎ  １位 

            200m 平泳ぎ  １位 

          高根 勇樹  100m 背泳ぎ ２位 

            200m 背泳ぎ ２位 

     前田 陽大   50m 自由形 ３位 

     是兼 直哉    100m 背泳ぎ ３位 

     宮本レオン    400m 自由形 ２位 

        400m フリーリレー  ２位  

            高根、宮本、是兼、田淵 

    400m メドレーリレー ２位 

       高根、田淵、宮本、是兼 

  （女子）河村  凜  100m 背泳ぎ  １位 

            200m 背泳ぎ １位 

     池田 美憂  200m 自由形 １位 

        400m フリーリレー  ３位  

            河村、宮本、津野、池田 

    400m メドレーリレー ３位 

       河村、津野、池田、宮本 

【西播総体】 H30.7.9 

 （男子）田淵 康介  100m 平泳ぎ  ４位 

            200m 平泳ぎ  ３位 

  （女子）池田 美憂    200m 自由形 ２位 

            200m 個人メ ４位 

     河村  凜  100m 背泳ぎ ２位 

            200m 背泳ぎ １位 

【赤穂市民総合体育祭】 H30.8.5 

（男子）田淵 康介 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ １位 

           100m 平泳ぎ  ２位 

     是兼 直哉 50m 自由形   ２位 

           100m 自由形  ３位 

     宮本レオン 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ  ３位 

      200m メドレーリレー    ２位 

     高根、田淵、宮本、是兼 

   200m リレー        ２位 

     是兼、高根、宮本、田淵 



男子総合 ２位 

（女子）宮本 佳穂 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ ３位 

     河村  凜 100m 背泳ぎ  １位 

           50m 自由形   １位 

     池田 美憂 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ １位 

           100m 背泳ぎ  ３位 

      200m メドレーリレー    ３位 

     河村、津野、池田、宮本 

   200m リレー        ３位 

          河村、池田、宮本、津野 

女子総合 ３位 

【市新人】 H30.8.20 

（男子）高根 勇樹 100m 自由形   ２位 

                100m 背泳ぎ  ２位 

     是兼 直哉 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ  ２位 

           200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ ２位 

     宮本レオン 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ  ３位 

           400m 自由形  １位 

      400m メドレーリレー      １位 

         高根、山本、宮本、是兼 

   400m リレー          １位 

     是兼、高根、山本、宮本 

（女子）池田 美憂 100m 自由形    ２位 

                    200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ ２位 

         河村  凜 50m 自由形   １位 

           100m 背泳ぎ   １位 

＜総合＞ 男子の部  １位 

     女子の部  ３位     

          男女総合  ３位 

 

野球部 

【市総体】 H30.6.30～7.1 

 ＜準決勝＞ 赤穂中 ５－３ 赤穂西中 

  ＜決 勝＞ 赤穂中 ３－４ 赤穂東中 

 

女子ソフトテニス部 

 【赤穂市民体育祭】 H30.5.20 

   個人３位 遠藤穂乃果、名田 陽香 

【市総体】 H30.6.30～7.1 

  団体 3 位 

 

男子ソフトテニス部 

【市総体】 H30.6.30～7.1 

    団体 4 位 

 

女子卓球部 

【市総体】 H30.6.30 

   団体 ３位 

 

吹奏楽部 

【兵庫県吹奏楽コンクール西播地区大会】 H30.7.31 

  中学校Ｓ部門 金賞 


