
年度 大会名 種　　目 男・女 結　果 年度 大会名 種　　目 男・女 結　果

S48 市総体 総合 男女 優勝 S59 県総体 軟式野球 準優勝

S49 市総体 総合 男子・女子 優勝 県総体 ハンドボール 男子 準優勝

市総体 総合 男女 優勝（2連覇） 県総体 ハンドボール 女子 第3位

S50 市総体 総合 男子・女子 優勝 県総体 新体操団体 男子 準優勝

市総体 総合 男女 優勝（3連覇） S60 県総体 新体操団体 男子 準優勝

S51 県総体 バレーボール 男子 第3位 県総体 ハンドボール 女子 優勝

全国大会 バレーボール 男子 出場 関東大会 ハンドボール 女子 優勝

市総体 総合 男子・女子 優勝 全国大会 ハンドボール 女子 準優勝

市総体 総合 男女 優勝（4連覇） S61 市総体 総合 男子 優勝

S52 県総体 ハンドボール 男子 準優勝 S62 県通信 陸上総合 女子 準優勝

市総体 総合 男子 優勝 県総体 バレーボール 男子 第3位

市総体 総合 男女 優勝（5連覇） 県総体 ハンドボール 男子 優勝

S53 県総体 水泳総合 男子 準優勝 県総体 ハンドボール 女子 第3位

県総体 バレーボール 男子 第3位 関東大会 ハンドボール 男子 第3位

市総体 総合 男子 優勝 全国大会 ハンドボール 女子 準優勝

市総体 総合 男女 優勝（6連覇） 全国大会 バレーボール 男子 出場

S54 県総体 陸上総合 女子 第3位 県総体 駅伝 女子 優勝

県総体 水泳総合 男子 第3位 市総体 総合 男子 優勝

市総体 総合 男子 優勝 市総体 総合 男女 優勝

市総体 総合 男女 優勝（7連覇） S63 県総体 ハンドボール 女子 優勝

S55 県総体 ハンドボール 女子 準優勝 県総体 相撲団体 男子 準優勝

県総体 駅伝 男子 第2位 関東大会 ハンドボール 女子 優勝

市総体 総合 女子 優勝 関東大会 相撲団体 男子 第3位

市総体 総合 男女 優勝（8連覇） 全国大会 ハンドボール 女子 準優勝

S56 県総体 新体操団体 男子 優勝 H元 県総体 ハンドボール 女子 優勝

県総体 水泳総合 男子 第3位 関東大会 ハンドボール 女子 ベスト8

県総体 ハンドボール 男子 優勝 全国大会 ハンドボール 女子 第3位

県総体 ハンドボール 女子 準優勝 市総体 総合 女子 優勝

関東大会 ハンドボール 男子 優勝 H2 県総体 ハンドボール 男子・女子 優勝

全国大会 ハンドボール 男子 出場 関東大会 ハンドボール 男子・女子 出場

県総体 駅伝 男子 優勝 市総体 総合 男子・女子 優勝

S57 県総体 ハンドボール 女子 第3位 市総体 総合 男女 優勝

県総体 新体操団体 男子 優勝 県総体 駅伝 男子・女子 第3位

市総体 総合 男子 優勝 H3 県総体 ハンドボール 男子・女子 第3位

S58 県総体 新体操団体 男子 第3位 県総体 相撲団体 男子 優勝

県総体 ハンドボール 男子・女子 第3位 全国大会 相撲団体 男子 出場

県総体 軟式野球 第3位 市総体 総合 男子・女子 優勝

市総体 総合 男女 優勝（2連覇）

過去の表彰暦
※原則次のような基準で成績を記載しています。
■運動部（昭和４８年～）
　～平成21年度　　神奈川県総合体育大会（県総体）：団体3位まで
　　　　　　　　　　　　関東大会・全国大会：団体出場
　　　　　　　　　　　　川崎市総合体育大会：総合優勝
　平成22年度～　　神奈川県総合体育大会川崎ブロック大会（通信陸上含む）：団体優勝
　　　　　　　　　　　　神奈川県総合体育大会（県総体）：団体3位まで・個人優勝
　　　　　　　　　　　　関東大会・全国大会：団体出場・個人出場
　　　　　　　　　　　　川崎市総合体育大会（市総体）：団体優勝
　　　　　　　　　　　  その他、全国レベルで顕著な成績を収めたもの
　
■文化部・教科等（昭和５９年～）
　～平成21年度　　 県大会以上で顕著な成績の記録があるもの
　 平成22年度～ 　 市大会等、顕著な成績の記録があるもの



年度 大会名 種　　目 男・女 結　果 年度 大会名 種　　目 男・女 結　果

H4 県総体 ハンドボール 男子・女子 優勝 H12 県総体 ハンドボール 男子 第3位

県総体 新体操団体 男子 第3位 県総体 ハンドボール 女子 優勝

県総体 相撲団体 男子 第3位 県総体 新体操団体 男子 優勝

関東大会 ハンドボール 女子 第3位 県総体 卓球団体 男子 優勝

関東大会 ハンドボール 男子 出場 関東大会 ハンドボール 女子 出場

全国大会 ハンドボール 女子 出場 関東大会 卓球団体 男子 出場

市総体 総合 男子 優勝 市総体 総合 男子 優勝

市総体 総合 男女 優勝（3連覇） 市総体 総合 男女 優勝（5連覇）

H5 県総体 ハンドボール 女子 優勝 H13 県総体 ハンドボール 男子・女子 第3位

県総体 卓球団体 男子 優勝 県総体 新体操団体 男子 優勝

県総体 新体操団体 男子 準優勝 県総体 卓球団体 男子 優勝

県総体 相撲団体 男子 第3位 関東大会 卓球団体 男子 準優勝

関東大会 卓球団体 男子 準優勝 関東大会 ハンドボール 男子・女子 出場

関東大会 ハンドボール 女子 ベスト12 全国大会 卓球団体 男子 出場

全国大会 卓球団体 男子 第3位 H14 県総体 ハンドボール 男子 優勝

市総体 総合 男子・女子 優勝 県総体 ハンドボール 女子 準優勝

市総体 総合 男女 優勝（4連覇） 県総体 新体操団体 男子 優勝

H6 県総体 ハンドボール 女子 準優勝 関東大会 ハンドボール 女子 出場

県総体 卓球団体 男子 優勝 関東大会 卓球団体 男子 出場

県総体 新体操団体 男子 準優勝 市総体 総合 男子 優勝

関東大会 卓球団体 男子 出場 市総体 総合 男女 優勝

関東大会 ハンドボール 女子 ベスト8 H15 県総体 ハンドボール 女子 優勝

市総体 総合 男子・女子 優勝 県総体 新体操団体 男子 優勝

市総体 総合 男女 優勝（5連覇） 関東大会 卓球団体 男子 第3位

H7 県総体 ハンドボール 女子 第3位 関東大会 ハンドボール 女子 出場

県総体 卓球団体 男子 準優勝 全国大会 卓球団体 男子 出場

県総体 新体操団体 男子 準優勝 市総体 総合 男子・女子 優勝

関東大会 卓球団体 男子 準優勝 市総体 総合 男女 優勝(2連覇)

全国大会 卓球団体 男子 出場 H16 県総体 ハンドボール 女子 優勝

市総体 総合 男子 優勝 県総体 新体操団体 男子 優勝

H8 県総体 ハンドボール 女子 優勝 関東大会 ハンドボール 女子 出場

県総体 新体操団体 男子 準優勝 市総体 総合 男子 優勝

関東大会 ハンドボール 女子 第4位 市総体 総合 男女 優勝(3連覇)

市総体 総合 男子・女子 優勝 H17 県総体 ハンドボール 男子・女子 優勝

市総体 総合 男女 優勝 県総体 新体操団体 男子 優勝

H9 県総体 ハンドボール 男子・女子 優勝 県総体 バレーボール 男子 準優勝

市総体 総合 男子 優勝 関東大会 ハンドボール 男子 第3位

市総体 総合 男女 優勝（2連覇） 関東大会 ハンドボール 女子 出場

H10 県総体 ハンドボール 女子 準優勝 関東大会 バレーボール 女子 出場

県総体 新体操団体 男子 優勝 全国大会 ハンドボール 男子 出場

関東大会 ハンドボール 女子 出場 市総体 総合 男子 優勝

全国大会 相撲団体 男子 出場 市総体 総合 男女 優勝(4連覇)

市総体 総合 男子 優勝 H18 県総体 ハンドボール 男子 優勝

市総体 総合 男女 優勝（3連覇） 県総体 ハンドボール 女子 準優勝

H11 県総体 ハンドボール 男子 第3位 県総体 新体操団体 男子 優勝

県総体 ハンドボール 女子 優勝 県総体 体操団体 男子 第3位

県総体 新体操団体 男子 優勝 県総体 バレーボール 男子 第3位

関東大会 ハンドボール 女子 出場 関東大会 ハンドボール 男子・女子 出場

市総体 総合 男子 優勝 市総体 総合 男子・女子 優勝

市総体 総合 男女 優勝（4連覇） 市総体 総合 男女 優勝(5連覇)



年度 大会名 種　　目 男・女 結　果 年度 大会名 種　　目 男・女 結　果

H19 市通信 陸上総合 女子 優勝 H21 関東大会
陸上110H
・4×100R・2
年100

男子 出場

市通信 陸上総合 男女 優勝 関東大会 体操個人 女子 出場

県総体 バレーボール 男子 優勝 関東大会 体操団体 男子 出場

県総体 ソフトテニス団体 男子 優勝 全国大会 水泳個人400MR 男子 出場

県総体 ソフトテニス個人 男子 優勝 全国大会

陸上200・
110H
・走高跳・4×
100R

男子 出場

県総体 新体操団体 男子 優勝 市総体 総合 男子・女子 優勝

関東大会 ソフトテニス個人 男子 出場 市総体 総合 男女 優勝(8連覇)

関東大会 バレーボール 男子 出場 関東大会 駅伝 男子 出場

全国大会
陸上100・
200・1500・１
00H・4×100R

女子 出場 女子 準優勝

全国大会 水泳個人　100F 男子 第3位 H22 市通信 陸上総合 女子 優勝

全国大会 水泳個人　50F 男子 第4位 川崎ブロック大会 サッカー 優勝

全国大会
100平・
400MR
400FR

男子 出場 川崎ブロック大会 柔道団体 男子 優勝

全国大会 水泳個人50F 女子 出場 川崎ブロック大会 ハンドボール 女子 優勝

市総体 総合 男子・女子 優勝 川崎ブロック大会 バレーボール 男子 優勝

市総体 総合 男女 優勝(6連覇) 川崎ブロック大会 体操団体 男子・女子 優勝

関東大会 駅伝 男子 出場 川崎ブロック大会 新体操団体 男子 優勝

H20 県総体 バレーボール 男子 優勝 川崎ブロック大会 水泳団体 女子 優勝

県総体 体操団体 男子 優勝 川崎ブロック大会 水泳団体 男女 優勝

県総体 新体操団体 男子 優勝 県通信 陸上4×100R 女子 優勝（大会新）
県総体 陸上総合 女子 準優勝 県総体 新体操個人 女子 優勝

県総体 ハンドボール 女子 第3位 県総体 新体操団体 男子 優勝

県通信 200・4×100R 女子 優勝 県総体 体操団体 女子 第2位

関東大会 バレーボール 男子 第3位 県総体 ハンドボール 女子 優勝

関東大会 体操団体 男子 出場 県総体 水泳100背泳ぎ 男子 優勝

関東大会 水泳個人400MR 男子 第2位 県総体 水泳個人　400F 女子 優勝

関東大会 水泳個人50F 女子 第4位 関東大会 ハンドボール 女子 第3位

全国大会 水泳4×100ｍR 女子 第4位 関東大会 体操団体 女子 出場

全国大会 陸上100ｍ・200ｍ 女子 出場 関東大会 水泳　400MR 女子 第7位

全国大会 バレーボール 男子 出場 関東大会
水泳100背泳
・200個人M・

男子 出場

市総体 総合 男子・女子 優勝 関東大会 水泳個人　200F 女子 出場

市総体 総合 男女 優勝(7連覇) 関東大会 陸上4×100MR 女子 準優勝

県総体 駅伝 男子 第3位 全国大会 陸上個人200 男子 出場

関東大会 駅伝 男子 出場 全国大会
陸上100H
4×100R

女子 出場

女子 出場 全国大会 水泳個人400R　 男子 出場

H21 市通信 陸上 男子 優勝 全国大会 水泳個人200F 女子 出場

市通信 陸上 男女 優勝 全国大会 ハンドボール 女子 出場

県総体 体操団体 男子 優勝 市総体 柔道団体 男子・女子 優勝

県総体 新体操団体 男子 優勝 市総体 ハンドボール 女子 優勝

県総体 ハンドボール 女子 優勝 市総体 バレーボール 男子 優勝

県総体 サッカー 第3位 市総体 サッカー 優勝

県総体 バレーボール 男子 第3位 市総体 軟式野球 優勝

県総体 体操団体 女子 第3位 市総体 水泳総合 男女 優勝

県通信 4×100R 男子 市総体 水泳総合 女子 優勝

関東大会 バレーボール 男子 出場 市総体 体操総合 男子・女子 優勝

関東大会 ハンドボール 女子 出場 市総体 体操総合 男女 優勝

関東大会 体操団体 男子 出場 市総体 新体操団体 男子 優勝

関東大会 400MR 女子 第4位 市総体 陸上総合 男女 優勝

関東大会 水泳個人100バタ 女子 出場 市総体 陸上総合 女子 優勝

春の全国中学生ハンドボール選手権大会

春の全国中学生ハンドボール選手権大会



年度 大会名 種　　目 男・女 結　果 年度 大会名 種　　目 男・女 結　果

H22 市総体 総合 男子・女子 優勝 H24 川崎ブロック大会 体操団体 男子・女子 優勝

市総体 総合 男女 優勝(9連覇) 川崎ブロック大会 体操団体 男女 優勝

男子 出場 県総体 新体操団体 男子 優勝

H23 市通信 陸上総合 女子 優勝 県総体 ハンドボール 女子 優勝

市通信 陸上総合 男女 優勝 県総体 ハンドボール 男子 準優勝

川崎ブロック大会 ソフトテニス団体 男子 優勝 県総体 水泳個人200F 女子 優勝

川崎ブロック大会 サッカー 優勝 県総体 水泳400MR・400FR 女子 優勝

川崎ブロック大会 ハンドボール 男子･女子 優勝 県総体 水泳総合 女子 優勝

川崎ブロック大会 柔道団体 男子 優勝 県総体 水泳総合 男女 準優勝

川崎ブロック大会 バレーボール 男子 優勝 県総体 バレーボール 男子 第3位

川崎ブロック大会 新体操団体 男子 優勝 県総体 サッカー 第3位

県総体 ハンドボール 男子･女子 優勝 県総体 軟式野球 第3位

県総体 新体操団体 男子 優勝 関東大会 バレーボール 男子 出場

県総体 水泳団体 男子 第3位 関東大会 新体操個人 女子 出場

県総体 体操団体 女子 第3位 関東大会 ハンドボール 女子 第3位

県総体 水泳個人　100背泳ぎ・200背泳ぎ 男子 優勝 関東大会 ハンドボール 男子 出場

県総体 水泳個人　200F・400MR 女子 優勝 関東大会 陸上個人4×100R 男子 出場

関東大会 体操個人 女子 出場 全国大会 ハンドボール 女子 出場

関東大会 バレーボール 男子 出場 全国大会 水泳個人　400MR 女子 第3位

関東大会 ハンドボール 男子 優勝 全国大会
水泳個人
100F

女子 出場

関東大会 ハンドボール 女子 出場 全国大会 陸上個人　3000 男子 出場

関東大会 陸上個人　4×100R 女子 第3位 市総体 バレーボール 男子 優勝

全国大会 水泳個人　100背泳ぎ 男子 第5位 市総体 ハンドボール 女子 優勝

全国大会 水泳個人　200背泳ぎ・400FR 男子 出場 市総体 軟式野球 優勝

全国大会 水泳個人　200F・400MR 女子 出場 市総体 卓球団体 女子 優勝

全国大会 ハンドボール 男子 出場 市総体 水泳総合 男女 優勝

全国大会 バレーボール 男子 出場 市総体 水泳総合 女子 優勝

全国大会 陸上個人　走高跳 女子 出場 市総体 体操団体 男子・女子 優勝

市総体 柔道団体 男子 優勝 市総体 体操総合 男女 優勝

市総体 バレーボール 男子 優勝 市総体 新体操団体 男子 優勝

市総体 ハンドボール 男子･女子 優勝 市総体 陸上総合 男女 優勝

市総体 軟式野球 優勝 市総体 陸上総合 女子 優勝

市総体 ソフトテニス団体 男子 優勝 市総体 総合 男子・女子 優勝

市総体 水泳総合 男子・女子 優勝 市総体 総合 男女 優勝(11連覇)

市総体 水泳総合 男女 優勝 女子 優勝

市総体 体操総合 男子･女子 優勝 H25 川崎ブロック大会 ソフトテニス団体 男子 優勝

市総体 体操総合 男女 優勝 川崎ブロック大会 卓球団体 女子 優勝

市総体 新体操団体 男子 優勝 川崎ブロック大会 柔道団体 男子 優勝

市総体 陸上総合 女子 優勝 川崎ブロック大会 ハンドボール 男子 優勝

市総体 陸上総合 男女 優勝 川崎ブロック大会 ハンドボール 女子 優勝

市総体 総合 男子・女子 優勝 川崎ブロック大会 バレーボール 男子 優勝

市総体 総合 男女 優勝(10連覇) 川崎ブロック大会 体操団体 男子・女子 優勝

H24 市通信 陸上総合 男女 優勝 川崎ブロック大会 体操団体 男女 優勝

市通信 陸上総合 女子 優勝 川崎ブロック大会 新体操団体 男子 優勝

川崎ブロック大会 卓球 女子 優勝 川崎ブロック大会 水泳総合 女子 優勝

川崎ブロック大会 軟式野球 優勝 川崎ブロック大会 水泳総合 男女 優勝

川崎ブロック大会 サッカー 優勝 県通信 陸上総合 男子 優勝

川崎ブロック大会 バレーボール 男子 優勝 県通信 陸上総合 男女 第3位

川崎ブロック大会 ハンドボール 女子 優勝 県総体 水泳総合 女子 優勝

川崎ブロック大会 水泳総合 女子 優勝 県総体 水泳総合 男女 優勝

川崎ブロック大会 水泳総合 男女 優勝 県総体 ハンドボール 女子 優勝

春の全国中学生ハンドボール選手権大会

春の全国中学生ハンドボール選手権大会



年度 大会名 種　　目 男・女 結　果 年度 大会名 種　　目 男・女 結　果

H25 県総体 新体操団体 男子 優勝 H26 県総体 バレーボール 男子 準優勝

県総体 バレーボール 男子 準優勝 県通信 陸上総合 女子 第3位

県総体 ハンドボール 男子・女子女子 第3位 県通信 陸上総合 男女 第3位

県通信 陸上個人　低4×100R 男子 優勝 県総体 水泳総合 男子・女子 第3位

県通信 陸上個人　4×100R　　 男子 優勝 県総体 水泳総合 男女 優勝

県総体 水泳400FR・400MR 女子 優勝 県総体 体操 男子 第3位

関東大会 ハンドボール 女子 優勝 県総体 陸上個人　低4×100R 男子 優勝

関東大会 バレーボール 男子 出場 県総体
水泳50F・200バ
タフライ

女子 優勝

関東大会 陸上個人　3000 男子 出場 関東大会 体操個人 女子 出場

全国大会 ハンドボール 女子 優勝 関東大会 ハンドボール 男子 第3位

全国大会 水泳個人　400MR 女子 第5位 関東大会 ハンドボール 女子 出場

全国大会 水泳個人　400FR 女子 第7位 関東大会 バレーボール 男子 出場

全国大会 水泳100F・200F・400FR 男子 出場 全国大会 陸上個人　800・1500 女子 出場

全国大会 水泳個人100平泳ぎ 女子 出場 全国大会 水泳個人　400MR 女子 第7位

全国大会 陸上800・1500・3000 男子 出場 全国大会 水泳個人　400FR 男子 出場

市総体 柔道団体 女子 優勝 全国大会
水泳50F・200平
泳ぎ・400FR

女子 出場

市総体 バレーボール 男子 優勝 全国大会 ハンドボール 男子 出場

市総体 ハンドボール 男子・女子 優勝 市総体 バレーボール 男子 優勝

市総体 ソフトボール 優勝 市総体 ハンドボール 男子・女子 優勝

市総体 軟式野球 優勝 市総体 軟式野球 優勝

市総体 卓球団体 女子 優勝 市総体 卓球団体 女子 優勝

市総体 水泳総合 男女 優勝 市総体 水泳総合 男女 優勝

市総体 水泳総合 女子 優勝 市総体 水泳総合 女子 優勝

市総体 体操団体 男子・女子 優勝 市総体 体操団体 女子 優勝

市総体 体操総合 男女 優勝 市総体 体操団体総合 男女 優勝

市総体 新体操団体 男子 優勝 市総体 新体操団体 男子 優勝

市総体 陸上総合 男子 優勝 市総体 陸上総合 女子 優勝

市総体 駅伝 女子 優勝 市総体 駅伝 女子 優勝

市総体 総合 男子・女子 優勝 市総体 総合 男子・女子 優勝

市総体 総合 男女 優勝(12連覇) 市総体 総合 男女 優勝(13連覇)

県総体 駅伝 男子 準優勝 県大会 駅伝 女子 準優勝

県総体 駅伝 女子 第3位 関東大会 駅伝 女子 第7位

関東大会 駅伝 男子 出場 男子 出場

関東大会 駅伝 女子 出場 H27 市通信 陸上総合 女子 優勝

女子 出場 川崎ブロック大会 ハンドボール 女子 優勝

優勝 川崎ブロック大会 軟式野球 優勝

H26 市通信 陸上総合 男女 優勝 川崎ブロック大会 柔道団体 男子 優勝

市通信 陸上総合 男子 優勝 川崎ブロック大会 体操団体 女子 優勝

川崎ブロック大会 ハンドボール 男子・女子 優勝 川崎ブロック大会 新体操団体 男子 優勝

川崎ブロック大会 卓球団体 女子 優勝 県総体 ハンドボール 男子 優勝

川崎ブロック大会 軟式野球 優勝 県総体 軟式野球 優勝

川崎ブロック大会 バレーボール 男子 優勝 県総体 新体操団体 男子 優勝

川崎ブロック大会 体操団体 女子 優勝 県総体 ハンドボール 女子 準優勝

川崎ブロック大会 新体操団体 男子 優勝 県総体 水泳総合 女子 第3位

川崎ブロック大会 水泳総合 女子 優勝 県総体 水泳総合 男女 第3位

県総体 水泳総合 女子 優勝 県総体 相撲団体 男子 第3位

県総体 水泳総合 男子 第3位 県総体
陸上1500・共通四種
1年走幅跳 女子 優勝

県総体 水泳総合 男女 優勝 関東大会 ハンドボール 男子・女子 出場

県総体 ハンドボール 男子・女子 優勝 関東大会 軟式野球 第8位

県総体 軟式野球 優勝 関東大会 水泳個人　100平泳ぎ 出場

県総体 体操団体 男子 第3位 関東大会 水泳個人　　50F 男子 出場

県総体 新体操団体 男子 優勝 関東大会 陸上個人　100H 女子 第６位

春の全国中学生ハンドボール選手権大会

文部科学大臣杯（全国大会）　野球部

春の全国中学生ハンドボール選手権大会



年度 大会名 種　　目 男・女 結　果 年度 大会名 種　　目 男・女 結　果

H27 関東大会 陸上800・１年走幅跳 女子 出場 H29 川崎ブロック大会 ハンドボール 男子・女子 優勝

関東大会 相撲団体 出場 川崎ブロック大会 体操団体 男子・女子 優勝

全国大会 陸上800・1500・100H 女子 出場 川崎ブロック大会 新体操 男子 優勝

全国大会 陸上個人　共通4種 女子 第5位 川崎ブロック大会 水泳総合 女子・男女 優勝

全国大会 水泳個人　400個M 女子 第8位 県総体 水泳総合 女子・男女 優勝

全国大会 水泳個人　100平泳ぎ 男子 第7位 県総体 ハンドボール 男子 優勝

全国大会 水泳400MR・400FR 女子 出場 県総体 新体操 男子 優勝

全国大会 相撲個人 男子 出場 関東大会 ハンドボール 男子 出場

市総体 柔道団体 男子 優勝 全国大会 水泳個人200メドレー 男子 第６位

市総体 ハンドボール 男子・女子 優勝 市総体 水泳総合 女子・男女 優勝

市総体 卓球団体 女子 優勝 市総体 バレーボール 男子 優勝

市総体 水泳総合 男女 優勝 市総体 ハンドボール 男子・女子 優勝

市総体 水泳総合 女子 優勝 市総体 体操団体 男子・女子・男女 優勝

市総体 体操団体 女子 優勝 市総体 新体操 男子 優勝

市総体 体操総合 男女 優勝 市総体 総合 男子・女子 優勝

市総体 新体操団体 男子 優勝 市総体 総合 男女 優勝（16連覇）

市総体 陸上総合 女子 優勝 男子 第３位

市総体 駅伝 男子・女子 優勝 H30 川崎ブロック大会 ハンドボール 男子・女子 優勝

市総体 総合 男子・女子 優勝 川崎ブロック大会 水泳総合 女子・男女 優勝

市総体 総合 男女 優勝(14連覇) 川崎ブロック大会 陸上競技総合 女子 優勝

県総体 駅伝 女子 優勝 県総体 新体操 男子 優勝

関東大会 駅伝 女子 第8位 県総体 ハンドボール 男子 準優勝

全国大会 駅伝 女子 出場 県総体 ハンドボール 女子 第3位

H28 川崎ブロック大会 バレーボール 男子 優勝 関東大会 陸上走り高跳び 女子 第18位

川崎ブロック大会 卓球団体 女子 優勝 関東大会 陸上100m 女子 出場

川崎ブロック大会 体操団体 女子 優勝 全国大会 水泳100m平泳ぎ 女子 第3位

川崎ブロック大会 新体操団体 男子 優勝 全国大会 陸上100m 女子 出場

川崎ブロック大会 水泳総合 女子 優勝 市総体 体操競技 女子・男女 優勝

川崎ブロック大会 水泳総合 男女 優勝 市総体 ハンドボール 男子 優勝

県総体 新体操団体 男子 優勝 市総体 バドミントン 男子 優勝

県総体 水泳総合 女子 準優勝 市総体 水泳競技 男子・女子・男女総合 優勝

県総体 水泳総合 男女 準優勝 市総体 駅伝 女子(3区5区) 区間賞

県総体 ハンドボール 男子 第3位 市総体 総合 男子・女子 優勝

県総体 水泳200Mバタ 優勝 市総体 総合 男女 優勝（17連覇）

関東大会 陸上個人　走幅跳 女子 出場 県大会 駅伝 女子(5区) 区間賞

関東大会 水泳200平泳ぎ 男子 第6位 女子 出場

関東大会 水泳200FR 女子 第8位

関東大会 水泳個人50F 女子 出場

関東大会 水泳200平泳ぎ 男子 出場

全国大会 陸上800・110H・4種 男子 出場

全国大会 陸上個人走幅跳 女子 出場

全国大会 水泳個人100平泳ぎ 男子 第4位

全国大会 水泳200平泳ぎ・400FR 男子 出場

全国大会 水泳個人　200バタフライ 女子 出場

市総体 水泳総合 男女 優勝

市総体 水泳総合 女子 優勝

市総体 体操団体 女子 優勝

市総体 新体操団体 男子 優勝

市総体 ハンドボール 男子 優勝

市総体 総合 男子・女子 優勝

市総体 総合 男女 優勝(15連覇)

春の全国中学生ハンドボール選手権大会

都道府県対抗全日本ソフトテニス大会



年度 大　　会　　名 結　　果

S59 全国理科創意工夫展「救助ベルト」 入賞

S61 県美術作品展「私と自然」 県知事賞

S62 青少年読書感想文全国コンクール「森は生きている」 文部大臣奨励賞

H元 全国教育美術展 優秀賞

H4 神奈川県中学校放送コンテスト　朗読部門 優勝

青少年読書感想文県コンクール「人間の欲望」 最優秀賞

H5 日本学生科学賞 優秀賞

H6 全国教育美術展 特選

H11 東関東　吹奏楽コンクール（中学B） 金賞

H12 東関東　吹奏楽コンクール（中学B） 金賞

H15 東関東　吹奏楽コンクール（中学B） 銀賞

H17 東関東　吹奏楽コンクール（中学B） 金賞

国際ボランティア作文コンクール 南関東支所賞

H18 東関東　吹奏楽コンクール（中学B） 金賞

H19 神奈川県　中学校演劇発表会 優秀賞

H20 神奈川県　アンサンブルコンテスト　サキソフォーン四重奏 金賞

神奈川県　アンサンブルコンテスト　クラリネット七重奏 金賞

東関東　アンサンブルコンテスト　サキソフォーン四重奏 銀賞

TBSこども音楽コンクール　中学校管楽合奏部門 優秀

H21 神奈川県小中学校将棋大会（将棋部初級戦一組の部） 優勝

中学生ロボットチャレンジ競技部門（テクノ工作） 優勝

TBSこども音楽コンクール　中学校管楽合奏部門 優秀

H22 文部科学大臣杯神奈川県予選　初級戦の部（将棋部） 優勝

TBSこども音楽コンクール　中学校管楽合奏部門 優秀

文化部・教科等



年度 大　　会　　名 結　　果

H23 神奈川県　吹奏楽コンクール（中学A） 銅賞

川崎市　吹奏楽コンクール（中学Ａ） 金賞

NHK全国音楽コンクール　神奈川大会（合唱部） 優秀賞

神奈川県　小中学校将棋大会 初級戦の部（将棋部） 優勝

神奈川県　アンサンブルコンテスト　クラリネット五重奏 銀賞

神奈川県　アンサンブルコンテスト　木管五重奏 銀賞

神奈川県　アンサンブルコンテスト　サキソフォン五重奏 金賞

ＴＢＳこども音楽コンクール　中学校管楽合奏の部 優秀

H24 川崎市　吹奏楽コンクール（中学A） 金賞

神奈川県　吹奏楽コンクール（中学A） 銅賞

NHK全国学校音楽コンクール神奈川大会（合唱部） 優秀賞

神奈川県　中学校演劇発表会 演劇専門部会長賞

ＴＢＳこども音楽コンクール　中学校管楽合奏の部 優秀

ＴＢＳこども音楽コンクール　中学校合唱の部 優秀

H25 川崎市　吹奏楽コンクール（中学A） 金賞

神奈川県　吹奏楽コンクール（中学A） 金賞

NHK全国学校音楽コンクール　神奈川大会（合唱部） 優秀賞

神奈川県中学校　創作脚本コンテスト（演劇部） 優秀賞

神奈川県　アンサンブルコンテスト　木管八重奏 金賞

神奈川県　アンサンブルコンテスト　管打器七重奏 銀賞

H26 川崎市　吹奏楽コンクール（中学A） 金賞

神奈川県　吹奏楽コンクール（中学A） 金賞

TBSこども音楽コンクール　東日本大会　管楽合奏部門（吹奏楽部） 出場

TBSこども音楽コンクール　東日本大会　合唱部門（合唱部）　 出場

神奈川県　アンサンブルコンテスト　木管八重奏 銀賞

H27 川崎市　吹奏楽コンクール（中学A） 金賞

神奈川県　吹奏楽コンクール（中学A） 銀賞

中学生の主張　inかながわ 最優秀賞

川崎市　青少年読書感想文コンクール 川崎市長賞

神奈川県　中学校演劇発表会 演劇専門部会長賞

川崎市　技術家庭科作品展 部会長賞・最優秀賞

ＴＢＳこども音楽コンクール　中学校合唱の部 優秀

近年の記録



H28 川崎市　吹奏楽コンクール（中学A） 金賞

神奈川県　吹奏楽コンクール（中学A） 金賞

東関東大会　吹奏楽コンクール（中学A） 銅賞

ＴＢＳこども音楽コンクール　中学校合唱の部 優秀

神奈川県　アンサンブルコンテスト　フルート四重奏 銀賞

神奈川県　アンサンブルコンテスト　クラリネット四重奏 金賞

東関東　アンサンブルコンテスト　クラリネット四重奏 銀賞

H29 川崎吹奏楽コンクール 金賞

神奈川県吹奏楽コンクール 銀賞

ＴＢＳこども音楽コンクール 優秀

第18回　川崎アンサンブルコンテスト　中学校の部 金賞

税の作文　コンクール 会長賞

交通安全ポスターコンクール 最優秀賞

H30 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 準優勝

第19回　川崎市吹奏楽コンクール　中学校の部　A部門 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 銀賞

第26回　神奈川県小中学校　将棋大会  初級戦　1組の部 優勝・第３位

第85回　NHK全国学校音楽コンクール　　神奈川県コンクール予選 優秀賞

第85回　NHK全国学校音楽コンクール　　神奈川県コンクール本選 銅賞

「宇宙の日」記念行事　小・中学生絵画コンクール 最優秀賞

連合文化祭　演劇発表会 優秀賞

第56回 神奈川県　　中学校演劇発表会 会長賞

第19回　　川崎アンサンブルコンテスト　　管楽８重奏 銀賞

第19回　　川崎アンサンブルコンテスト　　クラリネット４重奏 金賞

向の岡チャレンジカップ　団体戦 第３位

向の岡チャレンジカップ　個人戦 第６位

第２７回神奈川県小中学校　将棋大会　初級戦　二組の部 優勝

交通安全ポスターコンクール　個人２名 準優秀賞

善行表彰　３名

給食献立コンクール 市長賞

向の岡チャレンジカップ　団体 第３位


