
月 大会名 成績 団体名

4 神奈川県中学校陸上競技選手権大会　女子共通８００ｍ 第4位 陸上競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　女子共通走り幅跳び 第8位 陸上競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　女子共通１００ｍ 第8位 陸上競技部
川崎市春季市民大会  第5位 女子バレーボール部

5 神奈川県中学校春季ハンドボール選手権大会  優勝 男子ハンドボール部
    川崎市中学校春季バスケット 女子バスケット     第３位 女子バスケットボール部

    春季サッカー大会        優勝 サッカー部
神奈川県中学生学年別卓球大会 　Ⅰ部　3年女子の部 第３位 卓球部

6 よい歯の表彰 表彰 健康管理部
第６３回全日本通信陸上競技川崎地区大会　男子総合 第５位 陸上競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子総合 第５位 陸上競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男女総合 第４位 陸上競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子　１年4００ｍリレー 第１位 陸上競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子　共通４００ｍ 第３位 陸上競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子　３年１００ｍ 第３位 陸上競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子　１年4００ｍリレー 第２位 陸上競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子　共通走り幅跳び 第２位 陸上競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子　１年走り幅跳び 第３位 陸上競技部
川崎市民　春季体操競技大会　　女子　団体 優勝 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子　団体 準優勝 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子個人　総合 第３位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子個人　跳馬 第３位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子個人　段違い 第１位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子個人　段違い 第２位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子個人　平均台 第２位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子個人　床 第３位 体操競技部

7 第３０回　神奈川県中学校選抜陸上競技大会　女子　２年　１００ｍ 第５位 陸上競技部
　　　　　　　　　　　　　　　女子　低学年４×１００ｍリレー 第５位 陸上競技部

　　　　　　　　　　　　　　　　　 女子　共通走り幅跳び 第５位 陸上競技部
第６３回　全日本中学校通信陸上神奈川大会　男子　共通４種競技 第７位 陸上競技部

男子　１年４×１００ｍリレー 第４位 陸上競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子　２年１００ｍ 第８位 陸上競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子　共通走り幅跳び 第４位 陸上競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子　１年４×１００ｍリレー 第５位 陸上競技部
県総体　川崎ブロック大会　ソフトテニス　女子ダブルス 優勝 ソフトテニス部
県総体　川崎ブロック大会　剣道　男子　団体の部 第３位 剣道部
県総体　川崎ブロック大会　バスケットボール　女子 第３位 女子バスケットボール部

県総体　川崎ブロック大会　バレーボール　男子 第３位 男子バレー部
県総体　川崎ブロック大会　野球 第３位 野球部
県総体　川崎ブロック大会　サッカー 準優勝 サッカー部
県総体　川崎ブロック大会　柔道　男子　団体の部 第３位 柔道部
　　　　　　　　　　　　　　　　女子　団体の部 第３位 柔道部
　　　　　　　　　　　　　　　　男子個人の部　５５Kg級 第２位 柔道部
　　　　　　　　　　　　　　　　男子個人の部　５６Kg級 第３位 柔道部
　　　　　　　　　　　　　　　　男子個人の部　５７Kg級 第２位 柔道部
　　　　　　　　　　　　　　　　男子個人の部　９０Kg級 第２位 柔道部
　　　　　　　　　　　　　　　　女子個人の部　４８Kg級 優勝 柔道部
　　　　　　　　　　　　　　　　女子個人の部　４８Kg級 第２位 柔道部
　　　　　　　　　　　　　　　　女子個人の部　５２Kg級 第２位 柔道部
　　　　　　　　　　　　　　　　女子個人の部　５７Kg級 第２位 柔道部
県総体　川崎ブロック大会　相撲　１年　個人の部 第２位 相撲部
県総体　川崎ブロック大会　ハンドボール　男子 優勝 ハンドボール部
県総体　川崎ブロック大会　ハンドボール　女子 優勝 ハンドボール部
県総体　川崎ブロック大会　体操競技　女子　団体総合 優勝 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子　個人タンブリング 第１位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子　個人タンブリング 第２位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子　個人タンブリング 第３位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子　団体総合 優勝 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子　個人タンブリング 第１位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子　個人タンブリング 第２位 体操競技部
県総体　川崎ブロック大会　新体操　男子団体 優勝 新体操部
県総体　川崎ブロック大会　新体操　女子団体 第３位 新体操部
県総体　川崎ブロック大会　水泳競技　男子総合 第３位 水泳競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子総合 優勝 水泳競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　男女総合 優勝 水泳競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子個人　１００m平泳ぎ 第１位 水泳競技部
県総体　水泳競技　男子総合 第５位 水泳競技部
　　　　　　　　　女子総合 優勝 水泳競技部
　　　　　　　　　男女総合 優勝 水泳競技部
　　　　　　　　　男子個人　１００m自由形 第１位 水泳競技部
　　　　　　　　　男子個人　２００m自由形 第２位 水泳競技部
全中連　　男子総合 第３位 水泳競技部
　　　　　女子総合 優勝 水泳競技部
　　　　　女子個人　１００m平泳ぎ 第１位 水泳競技部
県総体　ハンドボール　男子 優勝 ハンドボール部
県総体　体操競技　男子　団体総合 第６位 体操競技部
県総体　新体操　男子　団体総合 優勝 新体操部

8 全日本ジュニア大会　県予選川崎ブロック大会　男子シングルス 準優勝 バドミントン部
幸・中原地区大会　バドミントン　男子シングルス 優勝 バドミントン部
　　　　　　　　　　　　　　　　男子ダブルス 優勝 バドミントン部
川崎市制記念　市民ソフトテニス大会　中学女子新人の部　ダブルス 優勝 ソフトテニス部
第26回　稲城市中学校夏季サッカー大会 優勝 サッカー部
USA　School＆College　Comppetition2017 チアアップ賞 バトントワリング部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中学校Song/Pom部門 第２位 バトントワリング部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中学校Song/Pom部門 第３位 バトントワリング部
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8 全国大会　水泳競技　男子　２００ｍ個人メドレー 第６位 水泳競技部
市総体　　水泳競技　男子総合 第３位 水泳競技部
　　　　　　　　　　女子総合 優勝 水泳競技部

　 　　　　　　　　　　男女総合 優勝 水泳競技部
　　　　　　　　　　男子個人　４００m自由形 第２位 水泳競技部
　　　　　　　　　　男子個人　２００m自由形 優勝 水泳競技部
　　　　　　　　　　男子個人　１００m平泳ぎ 第３位 水泳競技部
　　　　　　　　　　男子　４００mリレー 第３位 水泳競技部
　　　　　　　　　　男子　４００mメドレーリレー 第３位 水泳競技部
　　　　　　　　　　女子個人　５０m自由形 第３位 水泳競技部
　　　　　　　　　　女子個人　１００m平泳ぎ 優勝 水泳競技部
　　　　　　　　　　女子個人　２００m平泳ぎ 第３位 水泳競技部
　　　　　　　　　　女子個人　２００mバタフライ 優勝 水泳競技部
　　　　　　　　　　女子個人　２００mメドレーリレー 第３位 水泳競技部
　　　　　　　　　　女子　２００mリレー 第２位 水泳競技部
　　　　　　　　　　女子　４００mリレー 優勝 水泳競技部
　　　　　　　　　　女子　２００mメドレーリレー 優勝 水泳競技部

9 川崎市特別支援教育部　連合運動会 第3位 特別支援級
市総体　バドミントン　男子　団体 第５位 バドミントン部
市総体　剣道　男子　団体 第５位 剣道部
市総体　卓球　女子　団体 第３位 卓球部
市総体　ソフトテニス　女子　団体 第３位 ソフトテニス部
市総体　ソフトテニス　男子　団体 第５位 ソフトテニス部
市総体　バレーボール　男子 優勝 男子バレーボール部
市総体　ハンドボール　男子 優勝 ハンドボール部
市総体　ハンドボール　女子 優勝 ハンドボール部
市総体　体操競技　男子　団体総合 第２位 体操競技部
市総体　体操競技　女子　団体総合 優勝 体操競技部
市総体　体操競技　男女総合 　団体総合 優勝 体操競技部
市総体　新体操　男子　団体総合 優勝 新体操部
　　　　　　　　女子　団体総合 第２位 新体操部
　　　　　　　　男子　タンブリング 第１位 新体操部
　　　　　　　　男子　タンブリング 第２位 新体操部
　　　　　　　　男子　タンブリング 第３位 新体操部
　　　　　　　　女子　タンブリング 第１位 新体操部
　　　　　　　　女子　タンブリング 第２位 新体操部
　　　　　　　　女子　タンブリング 第３位 新体操部
市総体　柔道　男子　団体の部 第３位 柔道部
　　　　　　　女子　団体の部 第２位 柔道部
市総体　相撲　１年個人戦の部 優勝 相撲部
　　　　　　　男子団体戦の部 第５位 相撲部
市総体　陸上競技　男子　低学年４×１００ｍリレー 第３位 陸上競技部
　　　　　　　　　男子　共通４種競技 第２位 陸上競技部
　　　　　　　　　女子　低学年４×１００ｍリレー 第３位 陸上競技部
　　　　　　　　　女子　共通走り幅跳び　 優勝 陸上競技部

10 市総体　バスケットボール　女子　 第３位 女子バスケットボール部

市総体　サッカー 準優勝 サッカー部
神奈川県中学校卓球大会川崎地区大会　女子　団体 第３位 卓球部
秋季市民大会　ソフトテニス　女子　ダブルス 優勝 ソフトテニス部
川崎市中学校水泳大会　新人戦　女子　総合 優勝 水泳競技部
　　　　　　　　　　　　　　　女子個人　１００m自由形 第３位 水泳競技部
　　　　　　　　　　　　　　　女子個人　１００m平泳ぎ 第１位 水泳競技部
　　　　　　　　　　　　　　　女子個人　１００mバタフライ 第１位 水泳競技部
　　　　　　　　　　　　　　　女子個人　２００mメドレーリレー 第２位 水泳競技部
　　　　　　　　　　　　　　　女子個人　２０１mメドレーリレー 第３位 水泳競技部
　　　　　　　　　　　　　　　女子　２００mリレー 第１位 水泳競技部
　　　　　　　　　　　　　　　女子　２００mメドレーリレー 第１位 水泳競技部
神奈川県中学校水泳大会　新人戦　女子　総合 第２位 水泳競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　女子個人　５０m平泳ぎ 第１位 水泳競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　女子個人　５０mバタフライ 第４位 水泳競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　女子個人　１００m自由形 第５位 水泳競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　女子　４００mメドレーリレー 第２位 水泳競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　女子　４００mフリーリレー 第１位 水泳競技部
市総体　駅伝大会　男子 第４位 駅伝部

　　　　　　　　　女子 第８位 駅伝部
第５１回　県総体　駅伝大会　男子 第１０位 駅伝部
市総体　　男子総合 優勝 運動部
　　　　　女子総合 優勝 運動部
　　　　　男女総合 優勝 運動部
川崎市民　秋季体操競技大会　男子　２年生個人　跳馬 第２位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　男子　2年生個人　床 第３位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　男子　１年生個人　跳馬 第３位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　男子　１年生個人　鞍馬 第２位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　男子　１年生個人　鉄棒 第３位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　男子　１年生個人　床 第２位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　男子　１年生個人　総合 第２位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　女子　２年生個人　跳馬 第２位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　女子　２年生個人　段違い 第１位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　女子　２年生個人　平均台 第１位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　女子　２年生個人　床 第２位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　女子　２年生個人　総合 第２位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　女子　１年生個人　跳馬 第３位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　女子　１年生個人　段違い 第３位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　女子　１年生個人　平均台 第３位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　女子　１年生個人　床 第３位 体操競技部
　　　　　　　　　　　　　　女子　１年生個人　総合 第３位 体操競技部



月 大会名 成績 団体名

11 神奈川県技術強化講習会　新体操　女子 第３位 新体操部
川崎市民　新体操大会　女子団体競技 中学校の部 第２位 新体操部
川崎市　中学校新人陸上競技大会　男子　共通走り幅跳び 第２位 陸上競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　男子　共通８００ｍ 第３位 陸上競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　女子　共通走り高跳び 第１位 陸上競技部

12 神奈川県中学校　柔道大会新人戦川崎ブロック女子個人の部　４８Kg級 優勝 柔道部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子個人の部　９０Kg級 優勝 柔道部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子個人の部　７３Kg級 第３位 柔道部
秋季市民　卓球大会　中学校女子　シングルス 第３位 卓球部
　　　　　　　　　　中学校男子　シングルス 第３位 卓球部
川崎市　幸・中原地区　新人剣道錬成大会　女子　2年生の部 準優勝 剣道部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子　1年生の部 第３位 剣道部

1 神奈川県中学生ソフトテニス　シングル研修大会 準優勝 ソフトテニス部
神奈川県中学校　バドミントン大会　川崎ブロック大会　男子ダブルス 第３位 バドミントン部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子シングルス 第３位 バドミントン部
神奈川県中学校バドミントン　幸・中原地区大会　男子ダブルス 優勝 バドミントン部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子ダブルス 第３位 バドミントン部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子シングルス 準優勝 バドミントン部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子シングルス 第３位 バドミントン部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子ダブルス 第３位 バドミントン部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子シングルス 第３位 バドミントン部
川崎市中学校　ロードレース大会　女子の部 第３位 陸上競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　男子の部 第４位 陸上競技部

3 中体連表彰 バドミントン部
剣道部

川崎市春季剣道大会　女子　団体 準優勝 剣道部
春季市民市長杯団体対抗卓球大会　中学生以下女子の部 第３位 卓球部

文化部
7 社会を明るくする運動　標語コンクール 優秀賞 生徒指導部

国際教育座談会 （参加賞） 英語部
川崎吹奏楽コンクール 金賞 吹奏楽部
神奈川県吹奏楽コンクール 銀賞 吹奏楽部
ＴＢＳこども音楽コンクール 優秀 合唱部

8 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール　神奈川県予選 奨励賞 合唱部
8 高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会　　毛筆の部 日本武道館賞 国語科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毛筆の部 特選 国語科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毛筆の部 金賞 国語科

10 川崎市連合文化祭　弁論大会 最優秀 国語科
川崎市連合文化祭　英語学習発表会 優秀賞 英語部
川崎市連合文化祭　演劇発表会 優秀賞 演劇部
川崎市連合文化祭　スケッチの部 優秀賞 美術科
神奈川県中学校連合音楽会 奨励賞 合唱部
川崎市中学校　理科作品展 佳作 理科

11 川崎市小・中学校合唱コンクール 優良 合唱部
11 第18回　川崎アンサンブルコンテスト　中学校の部 金賞 吹奏楽部
12 第60回　創造する子ども展 優良 美術科

優秀 美術科
税の作文　コンクール 会長賞 社会科

優秀賞 社会科
神奈川県中学校美術展 優良賞 美術科
第12回　神奈川県立向の岡工業高等学校　チャレンジカップ　チーム戦 第4位 テクノ工作部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体戦 準優勝 テクノ工作部

1 川崎市中学校　総合書き初め展 銀賞 国語科
銅賞 国語科

第57回　ＪＡ共済神奈川県小・中・高書道コンクール　半紙の部 銅賞 国語科
仙台市小中図工美術合同展 優秀賞 美術科
第５１回　川崎市中学校造形展 入賞 美術科
川崎市　技術・家庭作品展 優秀賞 技術・家庭

2 交通安全ポスターコンクール 最優秀賞 デザイン工芸部
準優勝 デザイン工芸部

3 百五十万人都市記念事業「かわさき川柳」 特別賞 国語科
佳作 国語科

学校賞 国語科


