
月 受賞者 成績

Ｈ31 4 平成３１年度神奈川県中学校     春季ハンドボール大会 男子 ハンドボール部 準優勝

平成３１年度神奈川県中学校     春季ハンドボール大会 女子 ハンドボール部 準優勝

春季市民バドミントン大会 男子団体 バドミントン部 優勝

春季市民大会 男子ペア ソフトテニス部 優勝

男子１１０ｍＨ 陸上競技部 第１位

男子４×１００ｍＲ 陸上競技部 第８位

女子走り高跳び 陸上競技部 第６位

女子団体 剣道部 第３位

女子個人 剣道部 第３位

男子団体 剣道部 第７位

男子個人 剣道部 第７位

川崎市中学校春季バスケットボール大会 女子の部 バスケットボール部 優勝

Ｒ元 5 川崎市春季サッカー大会 サッカー部 第３位

Ⅰ部　３年女子の部 卓球部 第３位

Ⅰ部　３年女子の部 卓球部 第５位

Ⅰ部　３年女子の部 卓球部 第５位

Ⅰ部　２年女子の部 卓球部 第５位

Ⅰ部　２年男子の部 卓球部 第５位

神奈川県民ジュニア相撲大会
兼第３０回全国都道府県中学生相撲選手権大会
神奈川県予選会

個人 相撲部 優勝

6 神奈川県中学校バレーボール選手権大会 男子の部 バレーボール部 準優勝

川崎市制95周年記念市民大会 中学生以下の部 卓球部 第5位

女子シングルス 卓球部 第9位

女子シングルス 卓球部 第9位

女子シングルス 卓球部 第9位

7 全中原中学校卓球大会 男子個人 卓球部 優勝

男子個人 卓球部 第4位

男子個人 卓球部 第5位

男子個人 卓球部 第5位

男子個人 卓球部 第5位

女子個人 卓球部 優勝

女子個人 卓球部 準優勝

女子個人 卓球部 第4位

女子個人 卓球部 第4位

女子個人 卓球部 第5位

県総体　川崎ブロック大会 女子団体戦 卓球部 優勝

女子個人戦 卓球部 準優勝

女子個人戦 卓球部 第5位

県総体　川崎ブロック大会 団体戦 新体操部 第3位

県総体　川崎ブロック大会 男子団体　総合 体操競技部 優勝

男子個人　総合 体操競技部 ３位

男子　ゆか 体操競技部 ４位

男子　あんば 体操競技部 ４位

男子　跳馬 体操競技部 ５位

男子　鉄棒 体操競技部 ４位

女子団体　総合 体操競技部 優勝

女子個人　総合 体操競技部 第3位

令和元年度（平成３１年度）表彰記録
大　　会　　名

神奈川県中学校陸上競技選手権大会

平成３１年度　川崎市中学校選抜剣道大会

神奈川県中学生学年別卓球大会       川崎地区大会



月 受賞者 成績大　　会　　名

女子　跳馬 体操競技部 第３位

女子　段違い平行棒 体操競技部 第３位

女子　ゆか 体操競技部 第３位

女子　タンブリング 体操競技部 優勝

県総体　川崎ブロック大会 男子新体操団体 体操競技部 優勝

男子　タンブリング 体操競技部 優勝

男子　タンブリング 体操競技部 第２位

男子　タンブリング 体操競技部 第３位

県総体　川崎ブロック大会 個人戦 柔道部 第3位

女子団体 剣道部 第3位

男子団体 剣道部 第5位

男子個人 剣道部 第4位

男子　共通８００ｍ 陸上競技部 第5位

男子共通4×１００ｍR 陸上競技部 第2位

女子　共通走高跳 陸上競技部 第1位

陸上競技部 第4位

女子共通4×１００ｍR 陸上競技部 第3位

7 神奈川県中学校選抜陸上競技大会 男子　2年１００ｍ 陸上競技部 第8位

男子　共通１１０ｍH 陸上競技部 第1位

男子　共通四種競技 陸上競技部 第7位

女子　共通走高跳 陸上競技部 第4位

川崎市通信陸上競技大会 男子　2年１００ｍ 陸上競技部 第4位

男子　共通２００ｍ 陸上競技部 第5位

男子　共通４００ｍ 陸上競技部 第8位

男子　共通８００ｍ 陸上競技部 第8位

男子　共通１1０ｍH 陸上競技部 第1位

男子　共通１1０ｍH 陸上競技部 第4位

男子　共通走幅跳 陸上競技部 第5位

男子　共通砲丸投 陸上競技部 第4位

男子　共通四種競技 陸上競技部 第3位

男子共通4×１００ｍR 陸上競技部 第3位

女子　１年１００ｍ 陸上競技部 第7位

女子　２年１００ｍ 陸上競技部 第8位

女子　３年１００ｍ 陸上競技部 第5位

女子共通　２００ｍ　 陸上競技部 第6位

女子　１年走幅跳 陸上競技部 第６位

女子　共通走高跳 陸上競技部 第4位

女子　共通走高跳 陸上競技部 第5位

女子　共通砲丸投 陸上競技部 第3位

女子　共通四種競技 陸上競技部 第8位

女子1年　4×１００ｍR 陸上競技部 第7位

女子共通4×１００ｍR 陸上競技部 第3位

男子総合　 陸上競技部 第5位

女子総合　 陸上競技部 第4位

男女総合　 陸上競技部 第４位

県総体　川崎ブロック大会

川崎市制記念陸上競技大会



月 受賞者 成績大　　会　　名

県総体　川崎ブロック大会 男子団体 バドミントン部 準優勝

男子シングルス バドミントン部 第3位

県総体 男子シングルス バドミントン部 第3位

全国中学校 通信陸上競技　神奈川県大会 男子共通１１０ｍH 陸上競技部 第1位

男子共通四種競技 陸上競技部 第8位

女子共通走高跳 陸上競技部 第8位

県総体　川崎ブロック大会 女子団体 ソフトテニス部 第3位

女子個人ペア ソフトテニス部 優勝

市制記念市民ソフトテニス大会 中学女子3年生の部 ソフトテニス部 第5位

中学女子新人の部 ソフトテニス部 優勝

中学女子新人の部 ソフトテニス部 第5位

全国関東中学校県予選 女子総合 水泳競技部 第7位

２００ｍ自由形 水泳競技部 第6位

２００ｍ自由形 水泳競技部 第8位

女子４００ｍフリーR 水泳競技部 第6位

女子４００ｍMR 水泳競技部 第6位

男子４００ｍフリーR 水泳競技部 第8位

県総体　川崎ブロック大会 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

１００ｍ背泳ぎ 水泳競技部 第2位

7 １００ｍ背泳ぎ 水泳競技部 第5位

１００ｍバタフライ 水泳競技部 第4位

１００ｍバタフライ 水泳競技部 第5位

１００ｍ平泳ぎ 水泳競技部 第4位

１００ｍ平泳ぎ 水泳競技部 第5位

県総体　川崎ブロック大会 200m個人メドレー 水泳競技部 第1位

200m個人メドレー 水泳競技部 第5位

２００ｍ自由形 水泳競技部 第7位

２００ｍ自由形 水泳競技部 第8位

２００ｍ背泳ぎ 水泳競技部 第7位

２００ｍバタフライ 水泳競技部 第2位

２００ｍバタフライ 水泳競技部 第4位

２００ｍ平泳ぎ 水泳競技部 第4位

２００ｍ平泳ぎ 水泳競技部 第1位

２００ｍ平泳ぎ 水泳競技部 第7位

４００ｍ自由形 水泳競技部 第2位

４００ｍ自由形 水泳競技部 第7位

４００ｍ個人メドレー 水泳競技部 第3位

５０ｍ自由形 水泳競技部 第5位

５０ｍ自由形 水泳競技部 第6位

８００ｍ自由形 水泳競技部 第4位

女子４００ｍフリーR 水泳競技部 第１位

女子４００ｍMR 水泳競技部 第２位

男子４００ｍフリーR 水泳競技部 第３位

男子４００ｍMR 水泳競技部 第３位



月 受賞者 成績大　　会　　名

県総体 男子総合 水泳競技部 第4位

女子総合 水泳競技部 第5位

男女総合 水泳競技部 第4位

１００ｍ平泳ぎ 水泳競技部 第８位

200m個人メドレー 水泳競技部 第３位

２００ｍバタフライ 水泳競技部 第４位

２００ｍ平泳ぎ 水泳競技部 第５位

４００ｍ個人メドレー 水泳競技部 第４位

４００ｍ自由形 水泳競技部 第３位

女子４００ｍフリーR 水泳競技部 第４位

女子４００ｍMR 水泳競技部 第５位

男子４００ｍフリーR 水泳競技部 第６位

県総体 女子団体 体操競技部 第6位

男子団体 体操競技部 第6位

男子新体操団体 体操競技部 優勝

県総体 個人 相撲部 優勝

県総体　川崎ブロック大会 サッカー部 第3位

県総体 サッカー部 第3位

県総体　川崎ブロック大会 野球部 準優勝

県総体　川崎ブロック大会 男子の部 バレーボール部 優勝

県総体 男子の部 バレーボール部 準優勝

市制記念大会 3年生男子の部ペア ソフトテニス部 第5位

川崎市陸上競技選手権大会 男子共通　１１０ｍＨ 陸上競技部 第１位

男子共通　１００ｍ 陸上競技部 第３位

男子共通　２００ｍ 陸上競技部 第４位

男子共通　４×１００ｍＲ 陸上競技部 第８位

男子共通　走幅跳 陸上競技部 第４位

男子共通　走高跳 陸上競技部 第４位

男子共通　砲丸投 陸上競技部 第６位

男子共通　砲丸投 陸上競技部 第８位

女子共通　１００ｍ 陸上競技部 第２位

女子共通　１００ｍH 陸上競技部 第６位

女子共通　１００ｍH 陸上競技部 第８位

女子共通　４×１００ｍＲ 陸上競技部 第３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

川崎市制９５周年市民剣道選手権大会 中学生女子の部 剣道部 敢闘賞

県総体　   川崎ブロック大会 女子　団体戦 ソフトテニス部 優勝

県総体      川崎ブロック大会 男子の部 ハンドボール部 準優勝

県総体     川崎ブロック大会 女子の部 ハンドボール部 優勝

県総体 男子の部 ハンドボール部 優勝

県総体 女子の部 ハンドボール部 準優勝

8 関東中学校ハンドボール大会 男子の部 ハンドボール部 第３位

関東中学校バレーボール大会 男子の部 バレーボール部 第５位

関東中学校バドミントン大会 男子シングルス バドミントン部 出場

関東中学校ソフトテニス大会 女子ダブルス ソフトテニス部 出場



月 受賞者 成績大　　会　　名

関東中学校ハンドボール大会 男子 ハンドボール部 出場

女子 ハンドボール部 出場

関東大会 個人 相撲部 出場

全国大会 個人 相撲部 出場

全国中学校ハンドボール大会 男子の部 ハンドボール部 出場

全国大会 男子の部 バレーボール部 出場

県総体 男子共通１１０ｍH 陸上競技部 第１位

男子共通４×１００ｍＲ 陸上競技部 第７位

女子共通　走高跳 陸上競技部 第６位

女子低学年４×１００ｍＲ 陸上競技部 第３位

関東中学校陸上競技大会 男子共通１１０ｍH 陸上競技部 第２位

9 市総体 女子　団体戦 ソフトテニス部 第５位　　

市総体 男子　団体戦 ソフトテニス部 第5位

市総体 男子　団体 バドミントン部 第５位　　

市総体 男子 バドミントン部 年間最優秀選手賞

市総体 女子 バスケットボール部 川崎市最優秀選手

市総体 女子の部 バスケットボール部 第5位

市総体 男子　団体 剣道部 第５位　　

女子　団体 剣道部 第３位　　

市総体 女子　団体 卓球部 準優勝

市総体 男子の部 ハンドボール部 準優勝

市総体 女子の部 ハンドボール部 優勝

市総体 女子　団体 新体操部 第4位

市総体 男子　団体総合 体操競技部 優勝

女子　団体総合 体操競技部 優勝

男女総合 体操競技部 優勝

男子　個人 体操競技部 準優勝

男子　ゆか 体操競技部 ５位

男子　あんば 体操競技部 準優勝

男子　跳馬 体操競技部 ３位

男子　鉄棒 体操競技部 ３位

女子　個人 体操競技部 準優勝

女子　跳馬 体操競技部 準優勝

女子　段違い平行棒 体操競技部 準優勝

女子　平均台 体操競技部 準優勝

女子　ゆか 体操競技部 準優勝

市総体 男子　タンブリング 体操競技部 優勝

市総体 女子　タンブリング 新体操部 準優勝

市総体 サッカー部 第3位

市総体 男子総合 陸上競技部 第３位

市総体 女子総合 陸上競技部 優勝

市総体 男女総合 陸上競技部 優勝

男子１年　１００ｍ 陸上競技部 第１位

男子２年　２００ｍ 陸上競技部 第８位

男子共通　２００ｍ 陸上競技部 第６位

陸上競技部 第７位



月 受賞者 成績大　　会　　名

男子共通　８００ｍ 陸上競技部 第５位　　

男子２年　１５００ｍ 陸上競技部 第７位

男子共通　１１０ｍH 陸上競技部 第１位

陸上競技部 第４位

男子低学年４×１００ｍＲ 陸上競技部 第４位

男子共通４×１００ｍＲ 陸上競技部 第４位

男子共通　走幅跳 陸上競技部 第３位

陸上競技部 第６位

 男子共通四種競技 陸上競技部 第６位

陸上競技部 第７位

女子１年　１００ｍ 陸上競技部 第２位

女子２年　１００ｍ 陸上競技部 第７位

女子共通　１００ｍ 陸上競技部 第５位　　

女子共通　２００ｍ 陸上競技部 第５位　　

女子低学年４×１００ｍＲ 陸上競技部 第２位

女子共通４×１００ｍＲ 陸上競技部 第４位

女子共通　走高跳 陸上競技部 第１位

陸上競技部 第２位

女子共通　砲丸投 陸上競技部 第６位

陸上競技部 第７位

 女子共通四種競技 陸上競技部 第３位

陸上競技部 第８位

市総体 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

男子100mバラフライ 水泳競技部 3位

男子100ｍ背泳ぎ 水泳競技部 3位

男子100m平泳ぎ 水泳競技部 2位

男子200平泳ぎ 水泳競技部 5位

男子200mバラフライ 水泳競技部 6位

男子200m個人メドレー 水泳競技部 2位

男子200m個人メドレー 水泳競技部 5位

男子200ｍ自由形 水泳競技部 2位

男子200ｍ自由形 水泳競技部 5位

男子200ｍ自由形 水泳競技部 6位

男子200m背泳ぎ 水泳競技部 5位

男子200m背泳ぎ 水泳競技部 3位

男子200m背泳ぎ 水泳競技部 4位

女子100ｍバタフライ 水泳競技部 8位

女子100ｍ背泳ぎ 水泳競技部 5位

女子100m平泳ぎ 水泳競技部 3位

女子100m平泳ぎ 水泳競技部 8位

女子200mバタフライ 水泳競技部 2位

女子200mバタフライ 水泳競技部 5位

女子200m自由形 水泳競技部 3位

女子200m自由形 水泳競技部 5位



月 受賞者 成績大　　会　　名

女子200m背泳ぎ 水泳競技部 5位

女子200m平泳ぎ 水泳競技部 1位大会新

女子400m個人メドレー 水泳競技部 3位

女子400m自由形 水泳競技部 4位

女子800m自由形 水泳競技部 1位

女子800m自由形 水泳競技部 6位

男子400mリレー 水泳競技部 2位

男子200mリレー 水泳競技部 5位

男子400mメドレーリレー 水泳競技部 3位

女子400mリレー 水泳競技部 1位

女子200mリレー 水泳競技部 6位

女子200mメドレーリレー 水泳競技部 3位

市総体 3年　個人戦 相撲部 第5位

3年　個人戦 相撲部 優勝

市総体 野球部 準優勝

市総体 男子の部 バレーボール部 準優勝

川崎市ランキング 男子ペア ソフトテニス部 第3位

相撲部 最優秀選手

市総体 男子の部 駅伝部 総合9位

男子の部 駅伝部 5区　区間賞

女子の部 駅伝部 総合１３位

市総体 男子総合 運動部 優勝

女子総合 運動部 優勝

男女総合 運動部 優勝

川崎市新人剣道大会 女子  団体 剣道部 優勝

川崎市中学生新人卓球大会 新人女子　団体 卓球部 第３位

新人女子の部　　個人 卓球部 第９位

市総体 男子　団体 卓球部 第５位　　

9 川崎市中学生新人卓球大会 新人男子　団体 卓球部 第５位

新人男子の部 　　個人 卓球部 第５位　　

市民大会 女子　団体 新体操部 第2位

市民大会 女子　団体 新体操部 第4位

川崎市新人研修会 男子　３０００ｍ 陸上競技部 第７位

男子共通１１０ｍH 陸上競技部 第６位

男子砲丸投 陸上競技部 第４位

男子低学年４×１００ｍＲ 陸上競技部 第７位

9 女子共通　２００ｍ 陸上競技部 第６位　　

女子共通　１００ｍH 陸上競技部 第７位

女子共通　走幅跳 陸上競技部 第３位

女子共通　砲丸投 陸上競技部 第３位

女子共通　砲丸投 陸上競技部 第６位

女子低学年４×１００ｍＲ 陸上競技部 第２位

第45回　中原区民剣道大会 中学生の部　女子団体 剣道部 優勝

中学生の部　男子団体 剣道部 第３位

2・3年　女子の部 剣道部 優勝

2・3年　女子の部 剣道部 準優勝



月 受賞者 成績大　　会　　名

2・3年　女子の部 剣道部 第3位

2年　男子の部 剣道部 準優勝

２年　男子の部 剣道部 第3位

10 神奈川県技術強化講習会 女子団体の部 新体操部 第3位

12 神奈川中学生ハンドボール新人大会　川崎大会 男子の部 ハンドボール部 優勝

女子の部 ハンドボール部 優勝

神奈川県中学生ハンドボール新人大会 男子の部 ハンドボール部 ベスト８

女子の部 ハンドボール部 優勝

川崎市秋季市民卓球大会 男子個人 卓球部 ９位

女子個人 卓球部 ５位

神奈川県中学校バスケットボール新人大会　川崎大会 女子の部 バスケットボール部 第５位

神奈川県中学生バレーボール研修会 男子の部 バレーボール部 準優勝

川崎市中学生新人大会 野球部 優勝

神奈川県中学校サッカー大会     川崎ブロック サッカー部 優勝

神奈川県中学校柔道大会新人戦   川崎ブロック 女子団体 柔道部 第５位

個人戦　男子 柔道部 準優勝

個人戦　女子 柔道部 第３位

個人戦　女子 柔道部 第３位

川崎市ソフトテニス１年生大会 女子　団体の部 女子ソフトテニス部 優勝

Ｒ２　 1 川崎市新人戦 女子の部 バレーボール部 第５位

秋季市民ソフトテニス大会 女子　個人戦 ソフトテニス部 第５位

１・２年女子の部 剣道部 優勝

２年男子の部 剣道部 準優勝

３年男子の部 剣道部 第３位

第１５回春の全国中学校ハンドボール選手権大会 女子の部 ハンドボール部 出場権獲得

川崎市中原地区　剣道新人錬成大会


