
東村山地区中学校体育大会 開催！ 

 三中生、各競技で“勇往邁進”を体現する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月１８日（土）１９日（日）、東村山地区中学校総合体育大会が開催されました。 

各会場で熱戦が繰り広げられ、三中生も日頃の練習の成果を出し切って全力で頑張りま

した。生徒一人一人が真剣に競技に臨む姿は生徒会スローガンに掲げている“勇往邁進”

そのものでした。 

応援いただきました保護者やご家族の皆様、地域の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 写真は 6月 10日の壮行式の様子です。 

 

 

 

 

☆…県大会出場 

● 軟式野球 ３位 
● ソフトボール（四中との合同チーム） 優勝 ☆ 
● サッカー ３位 
● 男子バスケットボール ３位 
● 女子バスケットボール 惜敗 
● 男子バレーボール 優勝 ☆ 
● 女子バレーボール ３位 
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天童市立第三中学校 学校だより 

栄光の足跡 ― 地区中総体の記録 ― 

部旗を先頭に堂々の入場…引き締まった表情が凛々しいですね 吹奏楽部による「スポーツ県民歌」の演奏と
独唱で選手が入場しました 

各部の主将による力強い選手宣誓！ 

決意表明の一言一言に思いがこもっています 

＜ 裏面に続きます ＞ 



 
 
● 男子ソフトテニス 【団体】 惜敗 【個人】菅野隼佑・中村永遠 ３位 ☆ 
● 女子ソフトテニス 【団体】 ３位 【個人】髙柳眞子・小笠原結琉海 ベスト８ 
● 陸上競技 
【団体】男女総合 ２位   

男子総合 優勝 
男子共通 4×100mR 三宅凱･石川昂太･五十嵐迅飛･岡崎恵伍 ２位 ☆ 
女子共通 4×100mR 會田姫子･髙橋柚希･藤井紅羽･工藤綾乃 ３位 

【個人】 
・男子１年 100m 三浦颯斗 ２位 ☆ 
・男子２年 100m 五十嵐迅飛 ２位 ☆ 

  ・男子３年 100m 岡崎恵伍 ２位 ☆ 
  ・男子共通 200m 三宅凱 ５位 ，石川昂太 ６位 
  ・男子共通 400m 石川昂太 優勝 ☆ ，石川佳大 ６位 
  ・男子共通 800m 守屋龍 優勝 ☆ ，市川璃空 ２位 ☆ ，茂泉颯馬 ６位 
  ・男子１年 1500m 茂泉颯馬 ２位 ☆ ，長尾侑空 ３位 ，田中洋 ６位 
  ・男子２･３年 1500m 市川璃空 ３位 
  ・男子共通 3000m 守屋龍 ３位 
  ・男子共通 110mH 三宅凱 優勝 ☆ ，前澤奏良 ６位 
  ・男子共通走幅跳 岡崎恵伍 優勝 ☆ ，三浦颯斗 ５位 
  ・男子共通砲丸投 大沼雄翔 ３位 ，小口龍伸 ５位 
  ・女子２年 100m 藤井紅羽 優勝 ☆ 
  ・女子３年 100m 髙橋柚希 ６位 
  ・女子共通 800m 會田姫子 優勝 ☆ ，工藤綾乃 ３位 ☆ 
  ・女子１年 1500m 赤坂和愛 ４位 
  ・女子２･３年 1500m 會田姫子 ２位 ☆ ，工藤綾乃 ３位 
  ・女子共通走幅跳 髙橋柚希 ２位 ☆ ，瀬野祐有 ６位 
  ・女子共通四種競技 平櫻和花 ３位 
● 男子卓球 【団体】 惜敗  【個人】 惜敗 
● 女子卓球 【団体】 優勝 ☆  【個人】 浦山祐希菜 ３位 ☆，髙瀬和奏 ３位 ☆ 
● 水泳  
【団体】 男子総合 ３位 
      女子総合 ２位 

男子メドレーリレー 小松雄成･工藤冬真･赤塚瑛太･長尾虹侑 ４位 
男子フリーリレー  赤塚瑛太･小松雄成･長尾虹侑･工藤冬真 ４位 
女子メドレーリレー 吉田絢音･櫻井 咲･那須 翼･宮野愛弓 ２位 ☆ 
女子フリーリレー  那須 翼･吉田絢音･荻野愛由･宮野愛弓 ２位 ☆ 

【個人】 
  ・男子 50m 自由形 赤塚瑛太 ３位 
  ・男子 100m 自由形 赤塚瑛太 ３位 
  ・男子 200m 自由形 井ノ上翔太郎 ３位 
  ・男子 100m 背泳  小松雄成 ５位 ，成原 蓮 ６位 
  ・男子 200m 背泳  近野史弥 ３位 
  ・男子 100m 平泳  工藤冬真 優勝 ☆ 
  ・男子 200m 平泳  工藤冬真 優勝 ☆ ，松木一真 ５位 
  ・女子 50m 自由形 荻野愛由 ３位 ☆ ，宮野愛弓 ５位 
  ・女子 100m 自由形 土屋美桜 ３位 
  ・女子 200m 自由形 那須 翼 ２位 ☆ 
  ・女子 100m 背泳  吉田絢音 ４位 ☆ 
  ・女子 200m 背泳  吉田絢音 ３位 ☆ 
  ・女子 100m 平泳  櫻井 咲 ３位 ，伊藤曖碧 ５位 ，伊藤柚香 ６位 
  ・女子 200m 平泳  櫻井 咲 ２位 ☆ ，伊藤柚香 ３位 
  ・女子 100m バタフライ 那須 翼 優勝 ☆ 
● 剣道 【個人】 惜敗  
● 柔道 【個人】 男子 60 ㎏級 後藤裕司 ２位 

男子 66kg 級 鈴木陽介 ２位 
● バドミントン 【個人】男子シングルス 庄司陽祐 ２位 ☆ 
             女子シングルス 小野杏奈 ベスト８ 

 


