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平成２７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】Ｈ２７．５．２４

男子個人２年 ２位 片岡 優介
個人３年 ３位 吉光 寿揮

女子個人３年 ３位 河西 飛果瑠
【赤穂市中学校総合体育大会】Ｈ２７．７．４

男子団体 ２位 （吉光、鳴瀧、片岡、平田、谷口）
女子個人３年 ３位 河西 飛果瑠

【赤穂市中学校新人総合体育大会】
男子団体 ３位 （片岡、鳴瀧、平田、谷口、山本）

【西播中学校新人総合体育大会】
男子団体 ５位 （片岡、鳴瀧、平田、谷口、山本）

県新人大会出場

柔道部
【市民体育祭】 Ｈ２７．５．１０ ６．６ （１年生の部）

男子団体 ２位 関口・宮本・竹内・東・白石・秋岡・星尾
女子団体 ２位 陰山・草薙・大瀨
男子３年生 １位 竹内龍生
男子２年生 １位 東大雅 ２位白石智揮 ３位秋岡啓人
男子１年生 ２位 天水博斗 ３位川島幸也
女子３年生 １位 陰山亜美
女子１年生 １位 鳥島楓

【赤穂市中学校総合体育大会】Ｈ２７．７．４
関口・宮本・竹内・東・白石・秋岡・星尾男子団体 ２位
竹内龍生 ３位 東大雅男子６６㎏級 １位
陰山・草薙・大瀨女子団体 ２位
陰山亜美 ２位草薙遥女子５２㎏級 １位

【西播中学校総合体育大会】Ｈ２７．７．１８～１９
男子団体 ３位 関口・宮本・竹内・東・白石・秋岡・星尾
女子団体 ３位 陰山・草薙・大瀨
男子６０㎏級 １位 竹内龍生３位 東大雅

陰山亜美女子５２㎏級 ３位
【兵庫県中学校総合体育大会】Ｈ２７．７．２８～２９

男子団体 ２回戦敗退
男子６０㎏級 竹内龍生１位

【近畿中学校総合体育大会】Ｈ２７．８．３
男子６０㎏級 竹内龍生２位

【全国中学校総合体育大会】Ｈ２７．８．１６～２０
男子６０㎏級 竹内龍生３位

【赤穂市中学校新人体育大会】Ｈ２７．１０．３
男子団体 ２位 東・白石・秋岡・星尾・川崎・天水
女子団体 ２位 大瀨・鳥島
男子５０㎏超級２位 白石智揮 ３位秋岡啓人
女子４８㎏超級２位 鳥島楓

【西播中学校新人体育大会】Ｈ２７．１１．３
男子６６㎏級 １位 白石智揮 ２位秋岡啓人

大瀨敬子女子５２㎏級 ３位
２位 鳥島楓女子５７㎏級

【兵庫県中学校新人体育大会】Ｈ２７．１２．５・６
男子団体 ２回戦敗退
女子団体 １回戦敗退
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卓球部 男女
【市民体育祭】 Ｈ２７．５．１０

男子団体の部 ２位
男子個人の部 ３位 水木 允隆
女子個人の部 ３位 和田 菜月

【赤穂市中学校総合体育大会】 Ｈ２７．７．４
男子団体の部 優勝
男子個人の部 ２位 水木 允隆

【赤穂市長杯争奪卓球大会】 Ｈ２７．７．２６
中学男子団体の部 ２位 赤穂 （ 中島 加藤 細川 ）

【全日本卓球選手権カデット赤穂市大会】 Ｈ２７．７．２８
２年男子の部 １位 中島 栄呉
２年女子の部 ５位 馬江 美晴
２年女子ダブルスの部 ３位 馬江 美晴・平野 寿莉

【赤穂市新人体育大会】 Ｈ２７．１０．３
男子個人戦 ２位 中島 栄呉

【赤穂市中学校学年別卓球大会】 Ｈ２８．１．９
２年男子の部 ３位 中島 栄呉

バスケットボール部女子
H27. 5.10【赤穂市市民体育祭】

フリースロー 第 位 三宅 彩加1
H27 7 4【赤穂市中学校総合体育大会】 ． ．

フリースロー 第 位 三宅 彩加3
【西播地区中学校総合体育大会】 ． ． ～ ． 回戦敗退 御津－赤穂H27 7 19 7 20 1

H27 10 3【市内新人大会】 ． ．
フリースロー 第 位 佐井 菜摘3

バスケットボール部男子
【赤穂市中学校総合体育大会】 ． ． 第 位H27 7 4 2

男子スリーポイント 第 位 藪本 龍一3
男子フリースロー 第 位 藪本 龍一3

【西播地区中学校総合体育大会】 ． ． ～ ． 回戦敗退 龍野西－赤穂H27 7 19 7 20 1
【市内新人大会】 ． ． 第 位H27 10 3 1

男子スリーポイント 第 位 野口 明輝1
第 位 中田 秀汰2

男子フリースロー 第 位 津原 一樹1
第 位 大原 遼太郎2
第 位 野口 明輝3

【西播新人大会】 ． ． 回戦 赤穂―太子東H27 10 18 1
回戦 上郡―赤穂（敗退）2

【西播新人強化大会】 ． ． 第 位H28 1 17 3
【ライオンズ杯】 赤穂―家島H28. 2 .6

赤穂―江井ヶ島
赤穂―城山H28. 2. 11
赤穂―双葉

ソフトテニス部男子

【赤穂市民総合体育祭】 平成２７年５月９日（土）
竹下立晟・関口颯巳 組１位

【赤穂市中学校学校対抗戦】 平成２７年６月６日（土）
竹下立晟 関口颯巳 森 俊輔団体 ２位
中西啓之 新屋拓己 神田健人

【赤穂市中学校総合体育大会】 平成２７年７月４日（土）～ ５日（日）
竹下立晟 ・関口颯巳 組（西播出場）個人 ２位
森 俊輔 ・中西啓之 組（西播出場）５位
新屋拓己 ・神田健人 組（西播出場）５位
小國 伶 ・仲島 渉 組（西播出場）９位
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第１７回龍セントカップソフトテニス大会 平成２７年９月１９日（土）
薦田瑛斗 小野颯太 石黒誠也団体 準優勝３位トーナメント
長峰功樹 備生洋平 木内 太智

赤穂市学年別ソフトテニス大会 平成２７年１０月３１日（土）
石黒誠也・中元亮太 組個人(１年の部) ３位
中村謙信・久保彰広 組３位

ソフトテニス部女子
【赤穂市民総合体育祭】 平成２７年５月１０日（日）

女子個人 １位 若狹詩乃 ・今井沙瑛 組
中道佑季 組２位 棚橋陽菜 ・

３位 髙松亜悠 ・地谷あゆ 組
【西播地区選手権大会】 平成２７年５月１６日（土）

若狹詩乃・今井沙瑛 組女子個人 ５位
【赤穂市中学校学校対抗戦】 平成２７年６月６日（土）

女子団体 １位 （Ａチーム）
棚橋陽菜 ・ 前川由佳・木戸萌里若狹詩乃・今井沙瑛・ 中道佑季 ・

女子団体 ２位 （Ｂチーム）
髙松亜悠・地谷あゆ・大津ほのか ・村上奈菜葉 ・奥澤結子・鍋島萌恵

女子団体 ３位 （Ｃチーム）
橋本桃菜・大谷妃那・越智かれん・玉木香衣・桃井璃子・真殿涼子

【赤穂市中学校総合体育大会】 平成２７年７月４日（土）～ ５日（日）
女子団体 １位

若狹詩乃・今井沙瑛 ・ 中道佑季棚橋陽菜・
前川由佳・木戸萌里 ・髙松亜悠・地谷あゆ

１位 若狹詩乃・今井沙瑛 組（西播出場）女子個人
→西播ベスト８（県大会出場）
中道佑季 組（西播出場）２位 棚橋陽菜・

（西播出場）３位 髙松亜悠・地谷あゆ 組
（西播出場）５位 桃井璃子・真殿涼子 組
（西播出場）９位 前川由佳・木戸萌里 組

【第２１回西播地区中学校新人選手権大会】 平成２７年８月２２日（土）
女子個人 ５位 桃井璃子・真殿涼子 組

【第３１回赤穂市中学校招待ソフトテニス大会】 平成２７年８月２４日（月）
女子個人 ３位 桃井璃子・真殿涼子 組

【赤穂市中学校新人体育大会】 平成２７年１０月３日（土）～４日（日）
女子団体 １位 桃井璃子・真殿涼子・國本朋伽・玉木香衣・石原李恋・筒井 萌
女子個人 １位 桃井璃子・真殿涼子 組（西播出場）

→西播ベスト８（県大会出場）
３位 國本朋伽・玉木香衣 組（西播出場）

石原李恋・筒井 萌 組（西播出場）
【赤穂市学年別ソフトテニス大会】 平成２７年１０月３１日（土）

女子個人(１年の部) １位 桃井璃子・真殿涼子 組
３位 岸田綾佳・平山瑠依 組

女子個人（２年の部） ３位 國本朋伽・玉木香衣 組
【兵庫県中学生地区対抗ソフトテニス大会】 平成２８年１月９日（土）

女子の部 １位 西播地区 桃井璃子（西播地区選抜選手として出場）

サッカー部
【市民体育祭】 Ｈ２７／５／１０ １位
【赤穂市中学校総合体育大会】Ｈ２７／７／４ １位
【赤穂市中学校新人大会】 Ｈ２７／１０／３ ２位

野球部
【坂越中学校招待野球大会】 Ｈ２７／４／２５ ２位
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【市民体育祭】 Ｈ２７／５／９ ２位

【赤穂市中学校総合体育大会】Ｈ２７／７／４ ２位

【フレッシュ旗争奪西播大会】Ｈ２７／８／２９ ２位
【赤穂市中学校新人大会】 Ｈ２７／１０／３ ２位
【二市一町大会】 Ｈ２７／１１／３ １位

バレーボール部
【西播地区中学校春季バレーボール大会】Ｈ２７．４．２５～２６

２回戦敗退 １回戦 赤穂－双葉（２－０）
２回戦 龍野西－赤穂（２－０）

【赤穂市民体育祭】 Ｈ２７．５．１０ １位
【相生ペーロン祭協賛第 回中西播バレーボール大会】Ｈ２７．５．３０～３１55

２回戦敗退 １回戦 赤穂－安富（２－０）２回戦 太子東－赤穂（２－０ ））
【赤穂市中学校総合体育大会】 Ｈ２７．７．４～５ １位
【赤穂市中学校新人体育大会】 Ｈ２７．１０．３ ２位
【西播中学新人体育大会】 Ｈ２７．１０．１７～１８

１回戦敗退 山崎東－赤穂（２－０）
【西播中学校冬季バレーボール大会】Ｈ２８．１．１６～１７

１回戦敗退 有年－赤穂（２－０）
【近隣地区中学生バレーボール交流大会】 Ｈ２８．１．３０ ３位

１回戦 赤穂－那波 （１－１）
２回戦 赤穂－赤穂西（２－０）
準決勝 有年－赤穂 （２－１）

水泳部
【淡路島交流水泳競技大会】Ｈ２７．５．２４
男子５０ｍバタフライ １位 濱﨑 俊光
男子５０ｍ自由形 ２位 濱﨑 俊光
男子１００ｍ平泳ぎ １位 小川 聖雄
男子５０ｍバタフライ ３位 小川 聖雄
女子１００ｍバタフライ １位 津野 かんな
女子５０ｍバタフライ ２位 津野 かんな
女子５０ｍ自由形 ２位 津野 かんな
女子２００ｍリレー ３位 中村 津野 髙坂 﨑田
男子２００ｍメドレーリレー ３位 西田 耳田 濱﨑 池田

【赤穂市中学校総合体育大会】Ｈ２７．７．５
男女総合 ２位
男子総合 ２位
女子総合 ２位
男子２００ｍ自由形 １位 小川 聖雄
男子４００ｍ自由形 ２位 小川 聖雄
男子１００ｍ平泳ぎ １位 福井 貫太
男子２００ｍ平泳ぎ １位 福井 貫太
男子２００ｍ個人メドレー １位 池田 晴樹
男子２００ｍ個人メドレー ３位 西田 尚史
男子１００ｍバタフライ ２位 濱﨑 俊光
男子１００ｍバタフライ ３位 岡本 和樹
男子４００ｍメドレーリレー ２位 西田 福井 濱﨑 池田
男子４００ｍリレー ３位 福井 耳田 池田 西田
女子１００ｍバタフライ １位 津野 かんな
女子１００ｍ背泳ぎ １位 津野 かんな
女子２００ｍ自由形 ２位 中村 朱里
女子 ５０ｍ自由形 ２位 舩本 愛子
女子１００ｍ自由形 ２位 舩本 愛子
女子１００ｍ平泳ぎ ２位 髙坂 仁衣奈
女子１００ｍ自由形 ３位 髙坂 仁衣奈
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女子４００ｍリレー １位 舩本 津野 髙坂 中村
女子４００ｍメドレーリレー １位 髙坂 名田 津野 舩本

【西播中学校総合体育大会】Ｈ２７．７．１２
男女総合 ２位
男子総合 ３位
男子１００ｍ平泳ぎ １位 福井 貫太 ※県大会出場
男子２００ｍ平泳ぎ １位 福井 貫太 ※県大会出場
男子１００ｍバタフライ ２位 濱﨑 俊光 ※県大会出場
男子１００ｍバタフライ ３位 岡本 和樹 ※県大会出場
男子２００ｍ自由形 ２位 小川 聖雄 ※県大会出場
男子１００ｍ平泳ぎ ４位 耳田 成志 ※県大会出場
男子１００ｍ背泳ぎ ４位 西田 尚史 ※県大会出場
男子４００ｍメドレーリレー ３位 西田 福井 濱﨑 小川 ※県大会出場
男子４００ｍリレー ３位 濱﨑 福井 池田 小川 ※県大会出場
女子 ５０ｍ自由形 １位 舩本 愛子 ※県大会出場
女子１００ｍ自由形 ３位 舩本 愛子 ※県大会出場
女子１００ｍバタフライ ２位 津野 かんな ※県大会出場
女子４００ｍメドレーリレー ３位 髙坂 舩本 津野 中村 ※県大会出場
女子４００ｍリレー ３位 舩本 津野 髙坂 中村 ※県大会出場

【市民体育祭】Ｈ２７．８．２
女子総合 １位
男子総合 ２位
男子 ５０ｍ自由形 １位 濱﨑 俊光
男子１００ｍ自由形 ２位 濱﨑 俊光
男子１００ｍ平泳ぎ １位 福井 貫太
男子１００ｍ平泳ぎ ２位 福井 貫太
男子２００ｍ個人メドレー １位 小川 聖雄
男子１００ｍ背泳ぎ ２位 西田 尚史
男子２００ｍリレー ２位 濱﨑 福井 池田 小川
男子２００ｍメドレーリレー ２位 西田 福井 濱﨑 小川
女子 ５０ｍ自由形 １位 津野 かんな
女子１００ｍバタフライ １位 津野 かんな
女子１００ｍ自由形 １位 舩本 愛子
女子２００ｍ個人メドレー ３位 舩本 愛子
女子 ５０ｍ自由形 ３位 髙坂 仁衣奈
女子１００ｍ平泳ぎ ３位 髙坂 仁衣奈
女子２００ｍリレー １位 舩本 津野 髙坂 中村
女子２００ｍメドレーリレー １位 髙坂 舩本 津野 中村

【赤穂市新人体育大会】Ｈ２７．８．１１
男女総合 ２位
男子総合 ２位
女子総合 ２位
男子 ５０ｍ自由形 １位 福井 貫太
男子１００ｍ平泳ぎ １位 福井 貫太
男子１００ｍ自由形 ２位 岡本 和樹
男子１００ｍバタフライ ２位 赤松 勇茉
男子２００ｍ個人メドレー ２位 河原 悠人
男子 ５０ｍ自由形 ３位 春井 恒行
男子１００ｍ自由形 ３位 春井 恒行
男子１００ｍ平泳ぎ ３位 耳田 成志
男子１００ｍ背泳ぎ ３位 耳田 成志
男子４００ｍリレー １位 福井 耳田 春井 小川
男子４００ｍメドレーリレー １位 耳田 福井 赤松 小川
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１００ｍ平泳ぎ １位 髙坂 仁衣奈
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女子 ５０ｍ自由形 ２位 髙坂 仁衣奈
【県学年別水泳競技大会】Ｈ２７．８．２４，２５
２年生男子１００ｍ平泳ぎ ２位 福井 貫太
１年生女子 ５０ｍ自由形 ２位 舩本 愛子

【明石市室内水泳競技会】Ｈ２７．１１．１
男子 ５０ｍ平泳ぎ １位 福井 貫太
男子２００ｍ平泳ぎ １位 福井 貫太
男子１００ｍ平泳ぎ ３位 福井 貫太
女子 ５０ｍバタフライ ２位 舩本 愛子
女子 ５０ｍ自由形 ３位 舩本 愛子

【赤穂市室内水泳競技会】Ｈ２８．１．３１
男子１００ｍ平泳ぎ １位 福井 貫太
男子２００ｍ平泳ぎ １位 福井 貫太
女子 ５０ｍ自由形 １位 舩本 愛子
女子１００ｍ自由形 ３位 舩本 愛子

【兵庫県中学校対抗水泳競技大会】Ｈ２８．３．２１
男子１００ｍ平泳ぎ １位 福井 貫太
男子２００ｍ平泳ぎ １位 福井 貫太

陸上競技部
【赤穂市陸上競技選手権大会】 城南陸上競技場H27.4.29
共通男子１００ｍ １位 大澤 龍輝
共通男子４００ｍ １位 大澤 龍輝
共通男子１５００ｍ ３位 谷 颯人
共通男子４×１００ｍ ３位 田浦・淵本・谷・大澤R
共通女子走高跳 ２位 萩原 七菜佳

【赤穂市民体育祭 陸上競技大会】 赤穂城南陸上競技場H27.5.10
共通男子１００ｍ ２位 大澤 龍輝

３位 田浦 佑典
共通男子２００ｍ １位 大澤 龍輝

２位 淵本 純平
共通男子８００ｍ ２位 谷 颯人
共通男子１５００ｍ ２位 谷 颯人
共通男子４×１００ｍ １位 田浦・淵本・谷・大澤R
共通男子砲丸投 ３位 出井 愁二
共通男子円盤投 １位 田浦 佑典
共通女子１００ｍ １位 萩原 七菜佳H
共通女子砲丸投 １位 萩原 七菜佳
共通女子砲丸投 ３位 木下 純佳
共通女子円盤投 １位 木下 純佳
【 赤穂市中学校総合体育大会】 赤穂城南陸上競技場H27.6.27
２年男子１００ｍ １位 淵本 純平
２年男子１００ｍ ３位 中野 翔太
３年男子１００ｍ ３位 山家 隆佑
共通男子２００ １位 大澤 龍輝m
共通男子２００ ３位 淵本 純平m
共通男子１５００ｍ ２位 谷 颯人
共通男子３０００ｍ ３位 川口 聡詩
共通男子走高跳 ３位 谷 颯人
共通男子１１０ｍ ２位 大塚 高博H
共通男子三段跳 １位 田浦 佑典
共通男子円盤投 １位 田浦 佑典
共通男子四種競技 １位 大澤 龍輝
低学年男子４×１００ｍ ２位 中野・山本・松川・児島R
共通男子４×１００ｍ １位 田浦・淵本・谷・大澤R
３年女子１００ｍ ３位 清水 麻央
共通女子１００ｍ １位 萩原 七菜佳H
共通女子砲丸投 ２位 木下 純佳
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共通女子砲丸投 ３位 湊 鈴花
共通女子円盤投 １位 木下 純佳
共通女子四種競技 １位 萩原 七菜佳
共通女子４×１００ｍ ３位 木下・湊・長田・萩R
【西播地区総合体育大会 陸上大会】 太子町総合公園H27.7.18-19
２年男子１００ｍ ２位 淵本 純平
共通男子２００ｍ ３位 大澤 龍輝
共通男子４００ｍ ３位 大澤 龍輝
共通男子４×１００ｍ １位 田浦・淵本・谷・大澤R
共通男子三段跳 ３位 田浦 佑典
共通男子円盤投 １位 田浦 佑典
共通女子円盤投 ３位 木下 純佳

太子町総合公園【西播中学混成・リレー選手権】H27.8.1
共通男子スウェーデンリレー １位 田浦・淵本・谷・大澤
共通女子四種競技 ３位 萩原 七菜佳

【西播新人陸上競技大会】 太子町総合公園H27.8.23
２年男子１００ｍ ２位 淵本 純平
共通男子２００ｍ １位 淵本 純平
共通男子４００ｍ ２位 谷 颯人
共通男子８００ｍ ２位 谷 颯人

【西播陸上競技選手権大会】 太子町総合公園H27.8.23
共通男子円盤投 １位 田浦 佑典
共通男子１００ｍ ２位 大澤 龍輝
共通男子２００ｍ ３位 大澤 龍輝
共通女子円盤投 １位 木下 純佳
共通女子円盤投 ２位 長田 桃枝
共通女子砲丸投 １位 木下 純佳
共通女子１００ｍ ３位 萩原 七菜佳H

【赤穂市中学校総合体育大会 新人 上競技大会】 城南陸上競技場陸 H27.9.19
共通男子１００ｍ １位 淵本 純平
共通男子２００ｍ １位 淵本 純平

颯人共通男子４００ｍ １位 谷

吹奏楽部
吹奏楽の祭典６月１４日
兵庫県西播地区吹奏楽コンクール 部門 銀賞７月３１日 N

８月２８日 パラリンカップ 開会式AKB
赤穂中学校体育祭 入場行進演奏９月１２日

９月１８日 交通事故防止キャンペーン（イオン赤穂店）
１０月１５日 赤穂市連合音楽会
１０月２４日 ジャズチャレンジコンサート
１０月２５日 ふれあいまつり 赤穂地区
１０月３１日 ふれあいまつり 城西地区
１１月 ８日 赤穂市シティマラソン
１１月１２日 赤穂中学校文化祭
１２月１３日 義士祭前夜祭
１２月２５日 兵庫県西播地区アンサンブルコンテスト

混成６重奏 金賞
管打８重奏 銀賞

１月１７日 出初め式

コーラス部
○ 玄武会ヒルズ ボランティア訪問 Ｈ２７． ８．２７(木）
○ 赤穂市小中連合音楽会参加 Ｈ２７．１０．１５(木）
○ 第６２回ＭＢＳこども音楽コンクール 優良賞 Ｈ２７．１０．２３(金）
○ ３．１１絆ラーメンを味わう集い オープニング参加 Ｈ２８． ３．１１(金）


