
文化系部活動の大会成績
演劇部

第３１回広島総合文化祭演劇の部 選考会 「グッド・バイ・マイ…」 優秀賞

吹奏楽部
第５５回広島県吹奏楽コンクール 中学校 B 部門 銀賞

美術部
小井手ＦＢ専門学校デザイン 亀本 彩夏さん 入選

広島県中学校選手権大会の成績
陸上部

第４１回広島県中学校陸上競技選手権大会 男子総合優勝
加藤 滉大くん 男子砲丸投げ １位 中国大会出場
﨑谷 陽一くん 男子砲丸投げ ２位 中国大会出場
本間 裕貴くん 男子四種競技 ３位 中国大会出場
川中 慶喜くん 男子４００ｍ ６位
上長者大地くん 男子走り幅跳び ７位

３年男子１００ｍ ８位
本間くん・上長者くん・川中くん・山衛守くん 男子４×１００ｍリレー ５位

卓球部
第４５回広島県中学校卓球選手権大会
中村 貴莉さん 女子個人戦 １位 中国大会出場

バドミントン部
第３５回広島県中学校バドミントン選手権大会 女子団体２位 中国大会出場
玖須 柚妃さん 女子シングルス ４位 中国大会出場
田村 爽華さん 女子ダブルス ２位 中国大会出場
宗近奈々美さん 女子ダブルス ２位 中国大会出場
中丸 紗良さん 女子ダブルス ４位 中国大会出場
若林 実音さん 女子ダブルス ４位 中国大会出場

バレーボール部 男子団体優勝 中国大会出場

中国中学校選手権大会の成績

陸上部
第４８回中国中学校陸上競技選手権大会
﨑谷 陽一くん 男子砲丸投げ ６位
本間 裕貴くん 男子四種競技 ７位
加藤 滉大くん 男子砲丸投げ ８位

バドミントン部
第３５回中国中学校バドミントン選手権大会
田村 爽華さん 女子ダブルス ３位 全国大会出場
宗近奈々美さん 女子ダブルス ３位 全国大会出場

バレーボール部
第４８回中国中学校バレーボール選手権大会 男子団体３位



第62回広島市中学校総合体育大会の成績

陸上部
高学年の部 男子総合第４位

﨑谷 陽一くん 男子砲丸投 優勝
加藤 滉大くん 男子砲丸投 ３位
隈井 智也くん 男子走高跳 ２位
加藤 滉大くん 男子棒高跳 ４位
上長者 大地くん 男子走幅跳 ４位 男子１００ｍ ５位
近藤 遙音くん 男子８００ｍ ８位
福本 涼汰くん 男子四種競技 ８位
松本 あゆみさん 女子１５００ｍ ５位
川原 栞乃さん 女子四種競技 ６位

１年の部 女子総合第３位
松本 愛友子さん 女子８０ｍハードル ２位 女子走幅跳 ５位
木村 玲里さん 女子８０ｍハードル ３位 女子走幅跳 ６位
近藤 萌音さん 女子８００ｍ ４位
佐々木 郁香さん 女子砲丸投 ６位
松本 愛友子さん・木村 玲里さん・石丸 凜果さん・島田 紗帆さん

女子４００ｍリレー ５位
オープンの部

本兼 創太くん 男子１００ｍハードル２位
中岡 陸くん 男子走高跳 優勝
植野 雅登くん 男子砲丸投 優勝
品川 直樹くん 男子砲丸投 ３位
上長者 柚花さん 女子走高跳 ３位

卓球部
安佐南区大会 女子団体Ｂ ３位

中村 貴莉さん 女子個人戦 優勝
市大会 女子団体 ２位

中村 貴莉さん 女子個人戦 優勝

バドミントン部
安佐南区大会 女子団体Ｂ 優勝

田村 爽華さん 女子ダブルス 優勝
宗近 奈々美さん 女子ダブルス 優勝
小畠 瑞穂さん 女子シングルス 優勝
玖須 柚妃さん 女子シングルス ２位

市大会 女子団体 ２位
田村 爽華さん 女子ダブルス ２位
宗近 奈々美さん 女子ダブルス ２位
玖須 柚妃さん 女子シングルス ３位

バレーボール部
安佐南区大会 女子団体 ３位
市大会 男子団体 優勝

サッカー部
安佐南区大会 男子団体 ３位

バスケットボール部
安佐南区大会 男子団体 ３位

第6３回広島県中学校総合体育大会の成績

陸上部 男子総合 ４位
﨑谷 陽一くん 男子砲丸投 優勝
加藤 滉大くん 男子砲丸投 ２位
隈井 智也くん 男子走高跳 ５位
近藤 遙音くん 男子８００ｍ ８位



卓球部
中村 貴莉さん 女子個人戦 優勝

バドミントン部 女子団体 ２位
田村 爽華さん 女子ダブルス 優勝
宗近 奈々美さん 女子ダブルス 優勝
玖須 柚妃さん 女子シングルス ３位

バレーボール部 男子団体 優勝


