
平成23年度 これまでの表彰を紹介します NO.1

（運動部 春季・夏季分）

陸上競技部

市選手権大会一部

女子 走り高跳び 第２位 金安 凜 1m43cm

女子 400ｍリレー 第７位 檜垣、金安、竹内、藤田 54"31

〃 二部

男子 400ｍリレー 第１位 木村、森、植木、鼻本 53"33

女子 走り幅跳び 第２位 西本佳央 4m10cm

男子 走り幅跳び 第２位 木村凌 3m60cm

男子 走り幅跳び 第３位 太田雄介 3m12cm

第５７回全日本中学校通信陸上競技大会広島県大会

共通女子 走り高跳び 第５位 金安 凜 1m40cm

市総合体育大会

高学年女子 走り高跳び 第５位 金安 凜 1m36cm

高学年女子 走り幅跳び 第７位 檜垣美々 4m60cm

高学年女子 400ｍリレー 第７位 檜垣、金安、竹内、藤田 54"04

高学年男子 走り高跳び 第８位 双須涼佑 1m55cm

女子ｵｰﾌﾟﾝ 走り幅跳び 第３位 西本佳央 4m10cm

１学年女子 100m走 第５位 小田朋佳 14"63

野球部 女子バレーボール部

市選手権大会 南区大会 出場 市選手権大会 南区大会 第１位

市総合体育大会 南区大会 第３位 市大会 ベスト８

市総合体育大会 南区大会 第１位

市大会 第３位

サッカー部 女子バドミントン部

市選手権大会 南区大会 第２位 市選手権大会 安芸・南区大会 出場

市大会 ベスト16 市総合体育大会 安芸・南区大会 出場

市総合体育大会 南区大会 第１位

市大会 ベスト８

ソフトテニス部(女子)

市選手権大会 南区大会 団体戦・個人戦 出場

市総合体育大会 南区大会 団体戦・個人戦 出場

市新人大会 南区大会 団体戦 出場

個人戦 第６位 長谷川・西井組



ソフトテニス部(男子)

市選手権大会 南区大会 団体戦 第１位 下久保・栗原組、神田・三石組、

中原・溝口組、久野・松村組

個人戦 第１位 下久保・栗原組

第３位 神田・三石組、松村・藤田組

市大会 団体戦 第１位 下久保・栗原組、神田・三石組、

中原・溝口組、久野・松村組

個人戦 第３位 下久保・栗原組

県選手権大会 団体戦 第３位 下久保・栗原組、神田・三石組、

中原・溝口組、久野・松村組

個人戦 第２位 下久保・栗原組

中国選手権大会 個人戦 ベスト16 下久保・栗原組

市総合体育大会 南区大会 団体戦 第１位 下久保・栗原、神田・三石組、

中原・溝口組、久野・松村組

個人戦 第１位 下久保・栗原組

第３位 中原・久野組、神田・三石組

市大会 団体戦 第１位 栗原・久野組、三石・神田組、

下久保・中原組、松村・溝口組

個人戦 ベスト８ 栗原・下久保組

ベスト12 中原・久野組、松村・溝口組

県総合体育大会 団体戦 第１位 栗原・久野組、櫻井・亀原組、

下久保・中原組、松村・溝口組

個人戦 第３位 栗原・下久保組

水泳

市選手権大会 女子200m個人メドレー 第３位 廣瀬 愛 2:52"79

女子200m平泳ぎ 第４位 江木 碧 3:12"79

男子100m平泳ぎ 第５位 野村周平 1:16"06

男子200m平泳ぎ 第６位 野村周平 2:45"65

女子100m自由形 第６位 酒井笑美香 1:11"17

女子 50m自由形 標準記録突破 福永智子

県選手権大会 男子100m平泳ぎ 第８位 野村周平 1:14"11

市総合体育大会 男子100m平泳ぎ 第５位 野村周平 1:14"70

男子200m平泳ぎ 第５位 野村周平 2:45"82

女子200m個人メドレー 第５位 廣瀬 愛 2:52"79

女子 50m自由形 第６位 廣瀬 愛 31"35

女子100m平泳ぎ 第７位 江木 碧 1:27"48

女子200m平泳ぎ 第７位 江木 碧 3:08"69
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陸上競技部

市新人大会 一部男子 走り高跳び 第２位 双須涼佑 1m65cm

一部男子 走り幅跳び 第３位 北村直大 5m41cm(追風＋0.5m)

野球部

市新人大会 南区大会 第３位

女子バレーボール部

市新人大会 南区大会 第２位

サッカー部

市新人大会 南区大会 第１位

市大会 ベスト８

女子バドミントン部

市新人大会 安芸・南区大会 出場

ソフトテニス部(女子)

市新人大会 南区大会 団体戦 出場

個人戦 第６位 長谷川・西井組

ソフトテニス部(男子)

市新人大会 南区大会 個人戦 第１位 栗原・久野組

第２位 櫻井・亀原組

出張・杉田組

市大会 団体戦 第１位 栗原・久野組、櫻井・亀原組

出張・杉田組、江口・部村組

個人戦 第１位 栗原・久野組

第19回広島県ジュニアソフトテニス選手権大会

団体戦 第１位 栗原・久野組、櫻井・亀原組

出張・杉田組、江口・部村組

第15回広島ワイズライオンズクラブ杯ジュニアソフトテニス大会

中学１年生以下の部 団体戦 第２位 大濱､竹内､竹之内､賀谷､重永､部村

水泳

市新人大会 男子 50m平泳ぎ 第３位 野村周平 33"42

男子100m平泳ぎ 第３位 野村周平 1:15"60

女子100m平泳ぎ 第５位 江木 碧 1:27"39

女子 50m平泳ぎ 第６位 江木 碧 40"12

女子200m個人メドレー 第６位 廣瀬 愛 2:48"38

女子 50mバタフライ 第８位 廣瀬 愛 35"22



吹奏楽部

県吹奏楽コンクール Ｂ部門 金賞

科学部

2012年度ロボカップジュニア広島ノード大会

オープンリーグ 第１位 小田・徳永チーム（３月開催の全国大会へ）

ライトウエイトリーグ 第１位 三川・佐々木チーム（広島ブロック大会へ）

2012年度ロボカップジュニア広島ブロック大会

ライトウエイトリーグ 第５位 三川・佐々木・汐崎チーム

学校表彰

小・中学生サイエンス 読書感想文・小論文大会

団体の部 優秀賞 広島市立大州中学校

個人表彰

第５回文化の祭典（中学校の部）展示部門・第28回広島市中学校総合文化祭

社会科の部 奨励賞 熊谷美咲

話し方の部 優良賞 金川里奈

第50回地図ならびに地理作品展

広島県知事賞 熊谷美咲

安佐動物公園作文・詩コンクール

作文の部 佳作 和川茉歩 下河内茉綾

詩 の 部 金賞 中村 晶

銀賞 林 茉莉香 藤田晋作

佳作 宇山恵菜 佐々木ゆい 築地令奈

川原美咲 内山 譲 高橋るな

部谷望美 江平千晴

小・中学生サイエンス 読書感想文・小論文大会

個人の部 優秀賞 山根萌加

佳作 中本樹里

第11回中国新聞「みんなの新聞コンクール」

ジュニア新聞の部 佳作 今村朱里

佳作 児島 綾

中学生の税についての作文

広島東税務署長賞 西村まりな

中学生の税についての習字

広島東納税貯蓄組合連合会長賞 児島 綾

南区青少年健全育成大会 南区内中学生・高校生による意見発表会

テーマ「支え合い」 意見発表 金川里奈 『支え合って生きるということ』


