
平成30年度　「部活動」主な表彰の記録

年度 月 受賞者 成績
H30 川崎市春季剣道大会 女子団体 剣道部 準優勝

女子共通　走り高跳び 陸上競技部 第1位
女子共通　走り高跳び 陸上競技部 第2位
女子　団体総合 体操部 優勝
個人総合 体操部 第2位
個人　跳馬 体操部 第3位
個人　段違い平行棒 体操部 第3位
個人　平均台 体操部 第2位
個人　床 体操部 第2位
男子　団体総合 体操部 第3位

神奈川県中学校春季ハンドボール選手権大会 男子の部 ハンドボール部 優勝

川崎市中学校選抜剣道大会 女子個人 剣道部 第3位
神奈川県中学生
学年別卓球大会　川崎ブロック I部　3年女子の部 卓球部 優勝

文部科学大臣杯　第14回小中学校将棋団体戦　神奈川県大会 交流戦　Kリーグ 将棋部 準優勝

女子　総合 陸上競技部 第3位
男女総合 陸上競技部 第4位
男子2年　１００ｍ 陸上競技部 第５位
男子共通　８００ｍ 陸上競技部 第４位
男子共通　３０００ｍ 陸上競技部 第７位
男子共通　１１０ｍH 陸上競技部 第2位
男子1年　走り幅跳び 陸上競技部 第８位
男子共通走り幅跳び 陸上競技部 第２位
女子2年　１００ｍ 陸上競技部 第３位
女子3年　１００ｍ 陸上競技部 第４位
女子1年　4×１００ｍR 陸上競技部 第６位
女子共通 4×１００ｍR 陸上競技部 第２位
女子共通　走り高跳び 陸上競技部 第１位
女子共通　走り高跳び 陸上競技部 第６位
女子共通　四種競技 陸上競技部 第2位
中学生以下女子シングルス 卓球部 第3位
中学生以下男子シングルス 卓球部 第9位
女子共通走り高跳び 陸上競技部 第5位
女子3年１００ｍ 陸上競技部 第7位
女子共通4種競技 陸上競技部 第5位
女子低学年4×１００ｍR 陸上競技部 第5位
女子個人戦 柔道部 優勝
男子個人戦 柔道部 優勝

県総体　川崎ブロック大会 2年　個人戦 相撲部 優勝
女子１００ｍ　平泳ぎ 水泳競技部 第1位
女子５０ｍ　自由形 水泳競技部 第8位
女子メドレーリレー 水泳競技部 第2位
女子フリーリレー 水泳競技部 第3位
女子　総合 水泳競技部 第4位

県総体　川崎ブロック大会　 男子団体戦 男子ソフトテニス部 準優勝
女子団体戦 ソフトテニス部 第3位
女子個人戦（ペア） ソフトテニス部 準優勝

県総体　川崎ブロック大会 女子団体の部 新体操部 第4位
川崎市制94周年　市民剣道選手権大会 剣道部 敢闘賞

女子　５０ｍ自由形 水泳競技部 第8位
女子　１００ｍ平泳ぎ 水泳競技部 第1位

県総体　川崎ブロック大会　卓球　 女子団体 卓球部 第3位

全国大会　中学校水泳予選
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神奈川県中学校
陸上競技選手権大会

川崎市民春季体操競技大会
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県総体　川崎ブロック大会

全日本中学校通信陸上競技
神奈川県大会
第40回　川崎地区大会

市制記念　市民卓球大会

神奈川県中学校選抜陸上競技大会

県総体　川崎ブロック大会

全中予選



平成30年度　「部活動」主な表彰の記録

年度 月 受賞者 成績大会名
女子団体　総合 体操部 優勝
女子個人　段違い平行棒 体操部 第4位
女子個人　平均台 体操部 第6位
女子個人　タンブリング 体操部 第1位
男子団体　総合 体操部 準優勝
男子個人　総合 体操部 第4位
男子個人　ゆか 体操部 第4位
男子個人　鞍馬 体操部 第4位
男子個人　跳馬 体操部 第5位
男子個人　タンブリング 体操部 第1位

県総体　新体操 男子団体　 体操部 優勝
県総体　体操 男子団体　 体操部 第6位
県総体　川崎ブロック大会 女子 バスケットボール部 第3位

男子団体 バドミントン部 第3位
男子シングルス バドミントン部 第3位

全日本Ｊｒ．選手権大会　県大会 男子シングルス バドミントン部 第3位
全日本Ｊｒ．選手権大会　川崎ブロック 男子シングルス バドミントン部 第１位

男子シングルス バドミントン部 第１位
男子ダブルス バドミントン部 第3位
女子シングルス バドミントン部 第2位
女子ダブルス バドミントン部 第1位
女子　共通走り高跳び 陸上競技部 第3位
女子　3年１００ｍ 陸上競技部 第8位
女子　共通4種競技 陸上競技部 第6位
女子　共通4×１００ｍＲ 陸上競技部 第8位

第46回　関東大会 女子　共通走り高跳び 陸上競技部 第１８位
第45回　全国大会 女子　１００ｍ 陸上競技部
第52回　県総体　 女子団体 新体操部 第6位
第52回　県総体　 男子個人　 柔道部 第3位
第19回　吹奏楽コンクール 吹奏楽部 金賞
第67回　神奈川県吹奏楽コンクール 中学校の部　Ａ部門 吹奏楽部 銀賞

男子 ハンドボール部 準優勝
女子 ハンドボール部 第3位

第26回　神奈川県小中学校　将棋大会 初級戦　1組の部 将棋部 優勝
将棋部 第3位

3年　女子の部 ソフトテニス部 優勝
中学男子　新人の部　ペア ソフトテニス部 第3位

第85回　全国学校音楽コンクール

　神奈川県コンクール予選
合唱部 優秀賞

第85回　全国学校音楽コンクール

　神奈川県コンクール本選
合唱部 銅賞

女子団体 バドミントン部 優勝
男子団体 バドミントン部 優勝
男子団体 バドミントン部 第３位

県総体　川崎ブロック大会 女子個人 剣道部 準優勝
女子の部 剣道部 準優勝
男子の部 剣道部 第３位
女子３年　１００ｍ 陸上競技部 第１位
男子総合 陸上競技部 第７位
女子総合 陸上競技部 第２位
男女総合 陸上競技部 第４位
男子２年　２００ｍ 陸上競技部 第３位
男子共通　８００ｍ 陸上競技部 第４位
男子２年　１５００ｍ 陸上競技部 第８位
男子共通　１１０ｍＨ 陸上競技部 第５位
男子共通　走幅跳 陸上競技部 第２位

県総体　川崎ブロック大会　

県総体　川崎ブロック大会　体操　

幸・中原地区大会

第64回　全日本中学通信陸上　神奈川県
大会

県総体　

 川崎市幸・中原地区中学生大会

    川崎市幸・中原地区剣道錬成大会

市総体

市制記念　市民大会



平成30年度　「部活動」主な表彰の記録

年度 月 受賞者 成績大会名
男子共通　四種競技 陸上競技部 第４位
女子２年　１００ｍ 陸上競技部 第６位
女子共通　２００ｍ 陸上競技部 第６位
女子共通　砲丸投 陸上競技部 第５位
女子共通　走高跳 陸上競技部 第１位
女子共通　走高跳 陸上競技部 第２位
女子共通　四種競技 陸上競技部 第２位
女子低学年　４×１００ｍＲ 陸上競技部 第３位
女子共通　４×１００ｍＲ 陸上競技部 第２位
男子　１１０ｍＨ 陸上競技部 第２位
男子　砲丸投 陸上競技部 第６位
男子　走高跳 陸上競技部 第６位

陸上競技部 第１位
陸上競技部 第５位

男子　４×１００ｍＲ 陸上競技部 第５位
女子　１００ｍＨ 陸上競技部 第５位

陸上競技部 第３位
陸上競技部 第５位
陸上競技部 第１位
陸上競技部 第２位

女子共通　四種競技 陸上競技部 第６位
女子　４×１００ｍＲ 陸上競技部 第４位
男子総合 水泳競技部 第４位
女子総合 水泳競技部 優勝
男女総合 水泳競技部 優勝

水泳競技部 第１位
水泳競技部 第６位

男子４００ｍ個人メドレー 水泳競技部 第６位
水泳競技部 第６位
水泳競技部 第７位
水泳競技部 第３位
水泳競技部 第７位
水泳競技部 第２位
水泳競技部 第７位

男子２００ｍ自由形 水泳競技部 第４位
女子４００ｍ自由形 水泳競技部 第４位

水泳競技部 第１位
水泳競技部 第２位
水泳競技部 第１位
水泳競技部 第８位

男子１００ｍ平泳ぎ 水泳競技部 第５位
女子２００ｍ平泳ぎ 水泳競技部 第３位

水泳競技部 第４位
水泳競技部 第５位
水泳競技部 第６位
水泳競技部 第８位

女子２００ｍバタフライ 水泳競技部 第２位
女子４×１００ｍメドレーリレー 水泳競技部 第１位
女子４×１００ｍフリーリレー 水泳競技部 第１位
男子４×１００ｍメドレーリレー 水泳競技部 第７位
男子４×１００ｍフリーリレー 水泳競技部 第７位

女子１００ｍ平泳ぎ

男子１００ｍバタフライ

女子１００ｍバタフライ

男子　走幅跳

女子　砲丸投

女子共通　走高跳

女子４００ｍ個人メドレー

女子２００ｍ個人メドレー

女子５０ｍ自由形

女子２００ｍ自由形

男子４００ｍ自由形

市総体

川崎市陸上競技選手権大会

県総体　川崎ブロック大会
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平成30年度　「部活動」主な表彰の記録

年度 月 受賞者 成績大会名
女子総合 水泳競技部 第４位
男女総合 水泳競技部 第６位
女子１００ｍ平泳ぎ 水泳競技部 第１位
女子４００ｍ個人メドレー 水泳競技部 第３位
女子２００ｍ自由形 水泳競技部 第５位
女子２００ｍ平泳ぎ 水泳競技部 第７位
女子４×１００ｍメドレーリレー 水泳競技部 第３位
女子４×１００ｍフリーリレー 水泳競技部 第８位

全国大会 女子１００ｍ平泳ぎ 水泳競技部 第３位
全国大会 女子３年　１００ｍ 陸上競技部 出場

男女総合 体操競技部 優勝
女子　団体総合 体操競技部 優勝
男子　団体総合 体操競技部 準優勝
男子　個人総合 体操競技部 第2位
女子　個人総合 体操競技部 第4位
男子個人　ゆか　 体操競技部 第2位
男子個人　鞍馬　　 体操競技部 第3位
男子個人　鉄棒　 体操競技部 第3位
男子個人　跳馬　 体操競技部 第3位
女子個人　跳馬　 体操競技部 第4位
女子個人　段違い平行棒 体操競技部 第4位
女子j個人　平均台 体操競技部 第3位
　女子個人　ゆか　 体操競技部 第4位
男子団体総合 体操競技部 優勝

体操競技部 第1位
体操競技部 第2位
体操競技部 第1位
体操競技部 第2位
体操競技部 第3位

 〈女子個人１年生の部〉　　　　　段違い平行棒 体操競技部 第4位
平均台 体操競技部 第2位
床 体操競技部 第3位

 〈女子個人２年生の部〉　　　　個人総合 体操競技部 第3位
跳馬 体操競技部 第3位
段違い平行棒 体操競技部 第3位
平均台 体操競技部 第3位
床 体操競技部 第2位

体操競技部 第1位
体操競技部 第2位
体操競技部 第1位
体操競技部 第2位
体操競技部 第3位
体操競技部 第1位
体操競技部 第3位
体操競技部 第1位
体操競技部 第3位
体操競技部 第1位
体操競技部 第2位

 〈男子個人　１年生の部〉床　 体操競技部 第3位
 〈男子個人　２年生の部〉　　　　個人総合 体操競技部 第1位

体操競技部 第1位
体操競技部 第2位
体操競技部 第1位
体操競技部 第2位

跳馬 体操競技部 第1位
鉄棒 体操競技部 第1位

秋季市民大会

段違い平行棒　

平均台

　床

床

鞍馬

跳馬

男子タンブリング

女子タンブリング

 〈女子個人　３年生の部〉　　　　　　個人総合

県総体

市総体



平成30年度　「部活動」主な表彰の記録

年度 月 受賞者 成績大会名
 〈男子個人　３年生の部〉個人総合 体操競技部 第4位

鞍馬 体操競技部 第4位
跳馬 体操競技部 第6位
鉄棒 体操競技部 第3位
男子の部 ハンドボール部 優勝
女子の部 ハンドボール部 準優勝

USA　School＆CollegeCompetition　２０１８
EAST

  中学校編成　Song/Pom部門Novice Large バトントワリング部 第２位
市総体 男子の部 バレーボール部 第３位
市総体 女子の部 バスケットボール部 第３位
市総体 女子 団体の部　 卓球部 第３位

男子　団体の部 剣道部 第５位
女子 団体の部　 剣道部 第３位

市総体 男子　団体の部 バドミントン部 優勝
男子共通　走り幅跳び 陸上競技部 第１位
男子　１００ｍ 陸上競技部 第４位
男子　１１０ｍH 陸上競技部 第７位
男子　砲丸投げ 陸上競技部 第５位
女子　２００ｍ 陸上競技部 第４位
女子　１００ｍH 陸上競技部 第２位
女子　走り高跳び 陸上競技部 第７位
男子総合　 水泳競技部 優勝
女子総合　 水泳競技部 優勝
男女総合 水泳競技部 優勝
１年女子５０ｍ自由形 水泳競技部 第4位
１年男子５０m自由形 水泳競技部 第1位
１年女子５０ｍ背泳ぎ 水泳競技部 第6位
１年男子５０m背泳ぎ 水泳競技部 第1位
１年女子５０ｍ平泳ぎ 水泳競技部 第3位
１年男子５０m平泳ぎ 水泳競技部 第2位
１年女子５０ｍバタフライ 水泳競技部 第2位
１年男子５０ｍバタフライ 水泳競技部 第3位
男子１５００ｍ自由形 水泳競技部 第2位
女子４００ｍ自由形 水泳競技部 第4位
男子４００m自由形 水泳競技部 第1位
女子２００m自由形 水泳競技部 第1位
男子２００m自由形 水泳競技部 第7位
女子１００m自由形 水泳競技部 第6位
女子４００ｍ個人メドレー 水泳競技部 第2位
女子２００ｍ個人メドレー 水泳競技部 第5位
女子２００ｍバタフライ 水泳競技部 第3位
男子２００ｍバタフライ 水泳競技部 第4位
女子１００ｍバタフライ 水泳競技部 第2位
男子２００ｍ背泳ぎ 水泳競技部 第6位
女子１００ｍ背泳ぎ 水泳競技部 第2位
女子２００m平泳ぎ 水泳競技部 第2位
男子２００m平泳ぎ 水泳競技部 第4位
女子１００ｍ平泳ぎ 水泳競技部 第6位
１年女子４×５０ｍフリーリレー 水泳競技部 第1位
女子４×１００ｍメドレーリレー 水泳競技部 第1位
女子４×１００ｍフリーリレー　　 水泳競技部 第1位
１年男子４×５０ｍフリーリレー 水泳競技部 第1位
男子４×１００ｍメドレーリレー　 水泳競技部 第6位
男子４×１００ｍフリーリレー　 水泳競技部 第5位

市総体

川崎市中学校新人陸上競技会

市総体

市総体
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平成30年度　「部活動」主な表彰の記録

年度 月 受賞者 成績大会名
女子総合　 水泳競技部 第5位
男女総合 水泳競技部 第3位
女子５０ｍバタフライ 水泳競技部 第2位
男子５０ｍバタフライ 水泳競技部 第5位
男子５０ｍ平泳ぎ 水泳競技部 第4位
男子５０ｍ背泳ぎ 水泳競技部 第7位
女子２００m個人メドレー 水泳競技部 第4位
女子４×１００ｍメドレーリレー 水泳競技部 第3位
女子４×１００ｍフリーリレー　　 水泳競技部 第4位
男子４×１００ｍメドレーリレー　 水泳競技部 第7位
男子総合　 水泳競技部 優勝
女子総合　 水泳競技部 優勝
１年女子５０ｍ自由形 水泳競技部 第8位
１年男子５０m自由形 水泳競技部 第5位
１年女子５０ｍ背泳ぎ 水泳競技部 第3位
１年男子５０m背泳ぎ 水泳競技部 第1位
１年女子５０ｍ平泳ぎ 水泳競技部 第2位
１年男子５０m平泳ぎ 水泳競技部 第2位
男子４００m自由形 水泳競技部 第2位
女子１００m自由形 水泳競技部 第2位
女子２００ｍ個人メドレー 水泳競技部 第1位
男子２００m個人メドレー 水泳競技部 第5位
女子１００ｍバタフライ 水泳競技部 第3位
男子１００ｍバタフライ 水泳競技部 第6位
女子１００ｍ背泳ぎ 水泳競技部 第7位
男子１００ｍ背泳ぎ 水泳競技部 第8位
女子１００m平泳ぎ 水泳競技部 第2位
男子１００m平泳ぎ 水泳競技部 第6位
女子４×５０ｍフリーリレー 水泳競技部 第1位
女子４×５０ｍメドレーリレー 水泳競技部 第2位
男子４×５０ｍフリーリレー 水泳競技部 第4位
男子４×５０ｍメドレーリレー　 水泳競技部 第4位
混合４×５０ｍメドレーリレー 水泳競技部 第4位

県総体　川崎ブロック大会 女子個人 卓球部 第３位
 神奈川県中学生卓球大会川崎地区大会 女子団体 卓球部 優勝

男子の部 卓球部 優勝
女子の部 卓球部 優勝

市総体 女子の部 新体操部 第３位
女子　団体戦 柔道部 第３位
男子　団体戦 柔道部 第５位
代表団体戦 相撲部 第５位
３年　個人戦　 相撲部 第５位
２年　個人戦　 相撲部 第３位

市総体 軟式野球の部 野球部 第３位
市総体 女子団体戦 ソフトテニス部 第３位
秋季市民大会 女子ペア ソフトテニス部 優勝

 神奈川県中学校川崎ブロック大会 中学校女子の部 ソフトテニス部 優勝
 中学校女子2・3年生の部 剣道部 優勝
 中学校女子１年生の部 剣道部 優勝
 中学校男子1年生の部 剣道部 第3位

川崎市連合文化祭 英語学習発表会 英語部 優良賞

第44回　中原区民大会

市総体

市総体

県新人戦

市新人戦

全中原中学生卓球大会



平成30年度　「部活動」主な表彰の記録

年度 月 受賞者 成績大会名
男子の部 駅伝部 第5位
女子の部 駅伝部 準優勝
女子3区 駅伝部 　区間賞
女子５区 駅伝部 　区間賞
男子総合 運動部 優勝
女子総合 運動部 優勝
男女総合（17連覇） 運動部 優勝

「宇宙の日」記念行事　小・中学生絵画コンクール デザイン工芸部 市　最優秀賞

連合文化祭　演劇発表会 演劇部 優秀賞
 第56回 神奈川県中学校演劇発表会  県中文連演劇専門部 演劇部 会長賞

男子個人総合 体操部 第6位
男子鞍馬 体操部 第5位
男子跳馬 体操部 第5位
男子鉄棒 体操部 第5位
新人女子　個人の部 卓球部 第9位
1年女子　個人の部 卓球部 第5位
1年男子　個人の部 卓球部 第5位
管楽８重奏 吹奏楽部 銀賞

 クラリネット　４重奏 吹奏楽部 金賞
  川崎市バスケットボール新人大会 女子の部  バスケットボール部 第3位

女子の部　総合 駅伝部 第5位
第5区　 駅伝部 区間賞

 2018川崎国際多摩川マラソン 中学生の部 駅伝部 第3位
 川崎市民秋季総合体育剣道大会 中学２・３年生　女子の部 剣道部 優勝

団体戦 テクノ工作部 ３位
個人戦（ペア） テクノ工作部 ６位

 中学生以下 男子シングルスCブロック 卓球部 第３位
中学生以下 女子シングルス 卓球部 第９位
女子の部 柔道部 第３位
男子の部 柔道部 第３位
男子の部 柔道部 第３位

 第２７回神奈川県小中学校将棋大会 初級戦　二組の部 将棋部 優勝
  神奈川県中学校サッカー大会川崎ブロック大会 サッカー部 優勝
 川崎市中学校野球新人戦 野球部 優勝

女子バドミントン部

ソフトボール部　

川崎幸中原区剣道新人練成会 １・２年女子の部 剣道部 第３位
男子の部　総合 陸上競技部 第5位
男子　第2区 陸上競技部 区間賞
女子の部　総合 陸上競技部 第7位

神奈川県中学校ハンドボール新人選手権大会 男子の部 ハンドボール部 準優勝

近県中学校ハンドボール常総交流大会 男子の部 ハンドボール部 第３位
神奈川県中学校ハンドボール新人選手権大会 女子の部 ハンドボール部 第3位
第１４回　近県中学校ハンドボール常総交流大会 女子の部 ハンドボール部 優勝
神奈川県中学校バドミントン大会 男子　シングル バドミントン部 第３位

男子　シングル バドミントン部 準優勝
男子　シングル バドミントン部 第５位
男子　シングル バドミントン部 準優勝
男子　ダブルス バドミントン部 準優勝
男子　ダブルス バドミントン部 第３位
女子　ダブルス バドミントン部 優勝
女子　ダブルス バドミントン部 第３位
女子　シングル バドミントン部 準優勝

3 神奈川県中学生ソフトテニスシングルス研修大会 女子の部 ソフトテニス部 準優勝
川崎市中学校春季剣道錬成大会 女子団体 剣道部 準優勝
交通安全ポスターコンクール 個人２名 デザイン工芸部 準優秀賞
善行表彰 ３名

団体

  神奈川県中学生柔道大会新人戦

中体連表彰

市総体　第71回駅伝競走大会

市総体

11

10

  第6回　神奈川県中学校新人体操競技大会

  神奈川県中学生卓球大会川崎市大会

   第19回　川崎アンサンブルコンテスト

  第33回神奈川県中学校女子駅伝競争大会

川崎市中学校新人駅伝競走大会

神奈川県中学校バドミントン大会川崎市予選大会

神奈川県中学校バドミントン大会幸・中原地区大会

2

12

向の岡チャレンジカップ

秋季市民卓球大会


