
晴天のもと、「陸上競技大会」が６月６日に
実施されました。新記録が多数出て、盛り
上がった大会となりました。 

 

very important for your future! 
 Learning English can be a bit like learning to fly a 
plane.Though it may be difficult at first, it can take you to so 
many places that you haven’t been to before! 
 Let’s have fun together and enjoy our English “flying” 
lessons! 
 

 

 

男子 1500障害    4 分 40秒 普通科２年 玉澤 良太君(船橋市立御滝中)  
男子 50×2 ﾘﾚｰ  11秒 13 普通科３年 中島 大貴君(千葉市立幕張本郷中) 

                              岸端 辰君(大田区立安方中) 
男子高跳び  1m75  商業科２年 河村 雅也君(千葉市立稲毛中) 
女子 100   13秒 15  普通科２年 宮﨑 綾乃さん(葛飾区立奥戸中) 
女子 1500  5分 21秒 14  普通科２年 八重 樫佑季さん(習志野市立第五中) 

5分 28秒 55  普通科１年 工藤 明日香さん(市川市立第七中) 
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２０１３年６月２８日 

【空手部】 千葉県総合体育大会  <女子個人組手> 準優勝  
普通科３年 天野 美雅さん(四街道市立四街道中)  

☆インターハイ出場（２年連続千葉県代表） 

【ボクシング部】 関東大会  <フライ級> 準優勝  
商業科２年 加藤 優也君(いすみ市立岬中) 

【柔道部】 関東大会  <男子個人無差別級> ベスト８ 
普通科３年 白井 椋也君(山武市立成東東中) 

千葉県総合体育大会個人戦 
–６６㎏級 準優勝 普通科３年 齋田 泰平君(船橋市立八木が谷中) 
–７３㎏級 第３位 普通科３年 本間 和真君(大多喜町立大多喜中) 
–８１㎏級 第３位 普通科１年 鳥海 遼君(茂原市立冨士見中) 
–１００㎏級 第３位 普通科３年 白井 椋也君(山武市立成東東中) 

【水泳同好会】 千葉県総合体育大会 兼 関東高校選手権水泳競技大会県予選 
  <200m女子個人メドレー> 第３位 ・ <400m女子個人メドレー> 第２位 

普通科１年 萩原 菜奈さん(市原市立八幡中)  ☆関東大会出場 

【第６０回全国高等学校珠算・電卓競技大会 千葉県予選】  
<団体総合競技 珠算の部> 準優勝 
普通科３年 山本 秋美さん(習志野市立第五中) 

［種目別競技個人総合・読上暗算・読上算 ３種目優勝］  
商業科３年 大貫 菖美さん(大網白里市立大網中) ［種目別競技読上算 ３位］ 
商業科２年 岩佐 拓実君(船橋市立坪井中) ［種目別競技読上暗算 ２位］ 

<団体総合競技 電卓の部> 準優勝 
情報処理科３年 正岡 千佳さん(市川市立第七中) ［種目別競技読上算 ３位］ 
吉澤 まりえさん(千葉市立星久喜中) ［種目別競技読上算 ３位］ 
大塚 菜々美さん(神栖市立波崎第四中) 

め ま い 徒 活 ざ し 生 の 躍 ★ ★ 
【自転車競技部】 関東大会  

<１km タイムトライアル> 第２位 普通科３年 酒井 雄多君(福島県裏磐梯中) 
<ケイリン> 第２位 普通科３年 簗田 一輝君(木更津市立岩根西中)  
<スプリント> 第５位 情報処理科３年 板倉 玄京君(千葉市立轟町中)  
<スクラッチ> 第５位 普通科３年 尾上 健司君(船橋市立二宮中)  

☆上記４名がインターハイ出場 
<団体 チームスプリント> 第１位  ☆大会新記録樹立☆ 

【卓球部（男子）】 千葉県総合体育大会  <男子学校対抗> 優勝 
<男子シングルス> 優勝 普通科３年 風間 春樹君(荒川区立尾久八幡中)  
準優勝 普通科３年 榎澤 涼太君(千葉市立千城台南中)  
４位    普通科１年 鈴木 宏河君(袖ヶ浦市立長浦中) 

<男子ダブルス> 優勝  風間 春樹君 ・ 榎澤 涼太君 組 
☆学校対抗・シングルス３名・ダブルス１組がインターハイ出場 

【ソフトボール部】 千葉県総合体育大会 優勝 （２年ぶり２度目） 
（普通科３年）池田 千夏さん(船橋市立船橋中)/加藤 有杏子さん(習志野市立第二
中)/櫛田 佳澄さん(八千代市立村上東中)/香取 紗也佳さん(市原市立ちはら台南
中)/中村 真祐子さん(千葉市立幕張西中)/名取 朱理さん(市原市立辰巳台中)/角頼 
遼香さん(船橋市立船橋中)/池内 美波さん(船橋市立七林中)/塩路 佳奈さん(松戸
市立常盤平中)/松下 友季さん(千葉市立蘇我中出身)/木村 初夏さん(四街道市立
四街道中)/  （普通科２年）岩﨑 樹さん(白井市立大山口中)/茨木 祐美さん(松戸市
立常盤平中)/小野寺 美涼さん(八千代市立村上東中)/宮﨑 綾乃さん(葛飾区立奥
戸中)/江口 菜摘さん(習志野市立第七中)/鯉沼 しえりさん(松戸市立常盤平中)/白
井 桃佳さん(四街道市立四街道西中)/小野 真歩さん(松戸市立和名ヶ谷中)/渡辺 
夏恋さん(習志野市立第五中)/伊藤 良恵さん(市川市立第七中)/大竹 莉乃さん(市
川市立第七中)  ☆インターハイ出場 

【バスケットボール部】 千葉県総合体育大会 ベスト４ 
（普通科３年）小松 萌以さん(船橋市立八木が谷中)/丸山 朊子さん(鎌ヶ谷市立第二
中)/荻田 幸奈さん(千葉市立小中台中)/兼俵 もえかさん(習志野市立第三中)/秋元 
悠花さん(八千代市立高津中)/菅原 理菜さん(習志野市立第四中)/吉武 忍さん(千
葉市立松ヶ丘中)/三上 友紀乃さん(船橋市立高根中)/竹内 彩乃さん(船橋市立高
根台中) （商業科３年）板倉 沙季さん(大網白里市立大網中) （普通科２年）佐藤 未
佳子さん(四街道市立四街道北中)/行木 里奈さん(九十九里町立九十九里中)/小鹿 
結さん(八街市立八街北中)/八重樫 佑季さん(習志野市立第五中)/渡部 のどかさ
ん(習志野市立第三中) （普通科１年）丸 由梨乃さん(大網白里市立大網中)/山本 
明穂さん(富津市立富津中) 

 Did you know that 
English is spoken in 
more countries than 
any other language? 
So, being able to 
speak English well is  

 

 進路については、早い段階から

の取り組みが大事です。今年は、

５月２８日（火）に大学・短期大学・

専門学校・就職等のガイダンスを

実施しました。３年生は、自分の

進むべき道が定まっていることか

らか、希望する会場で熱心に耳を 

傾けている姿が目につきました。また、１・２年生は、各会場の雰囲気に圧

倒されながらも、進路選択の大切さを肌で感じていたようです。 

自 分 は 自 分 ！
周 り に 流 さ れ
ず に 地 道 に 頑
張 っ て く だ さ
い！私も、自分
の 将 来 に 向 け
て こ れ か ら も
頑張ります。 

二人は３年間、同じクラスで
国公立大学を目指し切磋琢
磨してきました。そして、今
春見事に現役で千葉大学
の合格を果たしました。 

㊧Ａ．Ｒ 君（千葉市立千城台南中） 

㊨ Ｉ．Ｓ さん（四街道市立四街道中） 

 本校では、特進クラスの１年生か

ら３年生が定期的に集まり、学習方

法 
 

法や入試の情報を共有しています。今回は、卒業生

の塚本さんから大学生の学習や生活を聞くことがで

き、学習に対するモチベーションが上がりました。 

新 

記 

録 


