
令和元年度 赤穂中学校部活動報告 R1.7.19 現在 

陸上競技部 

祝 全国中学校陸上競技選手権大会 出場 

 砲丸投げ 標準記録突破 藤原颯汰 

  令和元年 8 月 23 日(金) 大阪ヤンマースタジアム長居 

 

【第 67 回兵庫リレーカーニバル】H31.4.20 

 男子砲丸投 ２位 藤原颯汰 

 

【赤穂市選手権】H31.4.29 

 男子 3000m １位 内田蒼一朗 

 男子走幅跳 ３位 松﨑碧羽 

 

【郡市区対抗陸上競技会】R1.5.1 

 男子砲丸投 ２位 藤原颯汰 

 

【赤穂市民体育祭】R1.5.12 

 男子 100m １位 松﨑碧羽 

 男子 800m ３位 木村太偉至 

 男子 3000m １位 内田蒼一朗 

 男子 4×100mR ３位 山田魁翔、松﨑碧羽、木村太偉至、藤原颯汰 

 男子走幅跳 １位 松﨑碧羽 

 男子砲丸投 １位 藤原颯汰 ３位 河原礼人 

男子円盤投 １位 藤原颯汰 

 女子 200m ３位 粟井茄帆 

 女子 800m ３位 瀧谷桜 

 女子 1500m １位 瀧谷桜 

 女子 100mH ２位 小林華奈 

 女子 4×100mR ３位 上村若葉、粟井茄帆、野村華恵、小林華奈 

女子走幅跳 ２位 野村華恵 

 

【市総体】R1.6.22 

〈男子の部〉 

 １年 100m ２位 竹治亮太 

 ２年 100m ３位 河原礼人 

 ３年 100m １位 松﨑碧羽 

 共通 800m ３位 木村太偉至  ３位 宮地倖正 

 共通 1500m ２位 内田蒼一朗 

 共通 3000m ２位 内田蒼一朗 

 共通 110mH ２位 高田陽祐 

 共通走高跳 ２位 柴田陽優  ３位 山田魁翔 

 共通走幅跳 ２位 松﨑碧羽 

 共通三段跳 ３位 山田魁翔 

 共通砲丸投 １位 藤原颯汰  ２位 河原礼人 

 共通円盤投 １位 藤原颯汰 

 共通四種競技 １位 竹治亮太 

 低学年 4×100mR １位 河原礼人、竹治亮太、西岡健斗、内田蒼一朗 

 共通 4×100mR ２位 柴田陽優、松﨑碧羽、木村太偉至、藤原颯汰 

〈女子の部〉 

 ３年 100m ３位 粟井茄帆 

 共通 200m ２位 粟井茄帆 

 共通 800m ３位 瀧谷桜 

 共通 1500m １位 瀧谷桜 

 共通走高跳 ３位 青山結葉 

 共通走幅跳 ３位 野村華恵 

 共通砲丸投 ２位 崎美愛 



 共通 4×100mR ３位 上村若葉、粟井茄帆、野村華恵、小林華奈 

 

【全日本中学校通信陸上競技大会 兵庫県大会】R1.6.30 

 砲丸投  ２位 藤原颯汰 

【西播総体】R1.7.13～14 

 走幅跳  １位 松﨑碧羽 

 三段跳  ２位 松﨑碧羽 

 砲丸投  １位 藤原颯汰 

 円盤投  ２位 藤原颯汰 

 走高跳  ２位 青山結葉 

 

剣道部 

【赤穂市民体育祭】H31.4.21 

 男子団体 優勝 井上晴矢、高田誠也、山田皓暉、椎畑元稀、大田博斗 

 男子個人２年 ３位 大田博斗  ３位 鳴瀧良介 

男子個人３年 １位 井上晴矢 

女子個人３年 １位 片岡三咲 

 

【市総体】R1.6.29 

 男子団体 優勝 井上晴矢、高田誠也、山田皓暉 

椎畑元稀、大田博斗、鳴瀧良介 

 ２年男子個人 ３位 鳴瀧良介 

 ３年男子個人 １位 井上晴矢 

 ３年女子個人 １位 片岡三咲 

 

【西播総体】R1.7.13～14 

 男子団体 優勝 井上晴矢、高田誠也、山田皓暉 

椎畑元稀、大田博斗、鳴瀧良介 

 男子個人 ５位 山田皓暉 

 女子個人 ２位 片岡三咲 

 

柔道部 

【赤穂市民体育祭】R1.5.26 

 男子団体の部 ２位 松尾幸紀、山下海翔、川島朋也 

 女子団体の部 ２位 竹内絢音、清水遥花、吉村優心 

 男子１年生の部 ２位 松尾幸紀 

 女子２年生の部 ２位 山脇千和  ３位 清水遥花 

 

【市総体】R1.6.30 

 女子団体 ２位 竹内絢音、清水遥花、吉村優心 

 男子 50kg 級 ２位 松尾幸紀 

 男子 60kg 級 １位 川島朋也 

 女子 48kg 級 ２位 竹内絢音 ３位 河原佳音 

 女子 57kg 級 ２位 清水遥花 

 女子 57kg 超級 ３位 吉村優心 

 

【西播総体】R1.7.13～14 

 男子個人 60kg 級 １位 川島朋也 

 女子個人 48kg 級 １位 竹内絢音 

 女子個人 70kg 超級 １位 山脇千和 ２位 吉村優心 

水泳部 

【第 39 回赤穂市ジュニア春季水泳記録会】R1.5.12 

 中学女子 50m 自由形 ２位 河村凛 

 中学女子 50m 平泳ぎ １位 河村凛 

 中学女子 50m バタフライ ３位 河村凛 



 中学女子 50m 背泳ぎ １位 河村凛 

 中学女子 200m 個人メドレー ２位 河村凛 

 中学女子 50m 平泳ぎ ２位 池田美憂 

【第 14 回淡路島交流水泳競技大会】R1.6.9 

 13～14 歳女子 100m 背泳ぎ １位 河村凛 

 13～14 歳女子 50m 自由形 １位 河村凛 

 11～12 歳男子 50m 自由形 １位 眞鼻宝功 

 

【市総体】R1.6.30 

 男子 50m 自由形 １位 是兼直哉 

 男子 100m 自由形 １位 是兼直哉  ３位 山本楓士 

 男子 100m バタフライ １位 眞鼻宝功 

 男子 100m 背泳ぎ ２位 高根勇樹 

 男子 200m 背泳ぎ １位 高根勇樹 

 男子 4×100mFR １位 是兼直哉、高根勇樹、眞鼻宝功、山本楓士 

 男子 4×100mMR １位 高根勇樹、山本楓士、眞鼻宝功、是兼直哉 

 女子 50m 自由形 ２位 河村凛 

 女子 100m 自由形 １位 河村凛 

 女子 200m 自由形 １位 池田美憂 

 

【西播総体】R1.7.7 

 女子 50m 自由形 ２位 河村凛 

 女子 100m 自由形 ２位 河村凛 

 男子 4×100mMR ２位 高根勇樹、山本楓士、眞鼻宝功、是兼直哉 

 

女子バレーボール部 

【赤穂市民体育祭】R1.5.12  

３位 井筒海友、山根千璃、小國真湖都、南采希、木下麗音 

佐藤結、長尾優華、大頭凪沙、橋本奈於、藤瀬桃愛、太井友莉乃 

 

サッカー部 

【赤相カップ】H31.4.27   

準優勝 津野龍文、葛島旭、目木楓真、筒井祥、西村隼 

丸谷陸人、奥吉叶、武田章汰、畑中大和、船曳太聞 

大島功裕、金野恵大、東南和磨 

 

女子ソフトテニス部 

【赤穂市民体育祭】R1.5.12 

女子の部 優勝 竹下柚那、若狹弘実 

２位 日和真子、石黒留依 

３位 小田一葉、高岡沙良 

 

【第 43 回赤穂市中学校学校対抗戦】R1.6.1 

 団体 優勝 赤穂 A 竹下柚那、若狹弘実、小田一葉 

高岡沙良、日和真子、石黒留依 

    ３位 赤穂 B 長田紗和、辻元まい、吉川心優 

前家茉奈、起塚愛香、川本静玖 

 

【市総体】R1.6.30 

 個人の部 １位 日和真子、石黒留依 

３位 小田一葉、高岡沙良 ３位 竹下柚那、若狹弘実 

 

 団体の部 優勝 竹下柚那、日和真子、小田一葉、吉川心優 

若狹弘実、石黒留依、高岡沙良、辻元まい 

 


