
☆ 第67回阪神中学校陸上競技大会
男子共通三段跳 第3位 12m39 井川 拓
女子共通走高跳 第2位 1m481 平田 里奈
女子共通四種競技 第3位 2068点 平田 里奈

☆ 2014 Hitachi Cup 尼崎バスケットボール大会 中学男子の部 第3位
☆ 尼崎市民選手権水泳競技大会

男子100m自由形 第3位 冨士 尚輝 男子400m自由形 第3位 堀岡 建宏
男子 50m平泳ぎ 第3位 窪田 悠希 男子200m平泳ぎ 第3位 窪田 悠希
男子 50m背泳 第2位 夕部 大輝 男子100m背泳ぎ 第3位 夕部 大輝
男子200m背泳ぎ 第3位 夕部 大輝
男子200mリレー 第1位 1分57秒84 《大会新》

米田 修平 冨士 尚輝 岡村 拓海 堀岡 建宏
男子400mリレー 第3位

窪田 悠希 岡本 健志 小川 紘生 上田 大樹
男子200mメドレーリレー 第1位

米田 修平 岡村 拓海 冨士 尚輝 堀岡 建宏
男子400mメドレーリレー 第3位

夕部 大輝 窪田 悠希 岡本 健志 吉川 武杜
女子50m背泳ぎ 第3位 米田 舞雪 女子50m背泳ぎ 第2位 中岸 美海
女子200m背泳ぎ 第2位 中岸 美海 女子50m平泳ぎ 第2位 小倉 優衣
女子200m平泳ぎ 第1位 小倉 優衣
女子50mバタフライ 第2位 毛利あきら 第3位 西田 伊吹
女子50m平泳ぎ 第3位 桝 楓華 女子200m平泳ぎ 第2位 桝 楓華
女子200リレー 第2位

森田真理子 徳留 亜美 西田 伊吹 坂元 千紘
女子400mリレー 第3位

中岸 美海 小倉 優衣 毛利あきら 山内 桃花
女子200mメドレーリレー 第1位

米田 舞雪 桝 楓華 西田 伊吹 山内 桃花
女子400mメドレーリレー 第3位

中岸 美海 小倉 優衣 毛利あきら 徳留 亜美
☆ 第50回兵庫県中学校学年別・新人水泳大会

1年男子100m背泳ぎ 第5位 夕部 大輝
☆ 中学校総合体育大会テニス競技大会

兵庫県大会 男子団体 第3位
田代 達也 高橋 大地 鍋倉 侑芽 矢田 廉 田中 貴大
名田 智哉 蛭田 貴弘 山本 仁平 末次 慶伍 仁戸田侑哉

☆ 中学校総合体育大会テニス競技大会
近畿大会 男子 第3位 全国大会出場

☆ 第87回尼崎市長旗争覇野球大会 中学の部 第3位
☆ 第37回兵庫県吹奏楽コンクール東阪神地区大会 中学校Ａ部門 銀賞

以上 たくさんの表彰を行いました。暑い夏に、玉のような汗を流しながら練習に励みまし
た。3年生は最後の大会になりましたが、悔い無く戦いきることができたでしょうか。日頃の
練習の成果を大会で発揮することは、そう簡単ではありませんが、部員一同、心をひとつに良
く頑張ったと思います。引退した3年生は、今後は進路に向けて全力投球しましょう。
悔いを残さないように！！

平成26年度 全国学力・学習状況調査の結果
平成26年4月22日に実施した全国学力・学習状況調査の結果が出ました。3年生の国語と数学

のＡ問題（主として知識）とＢ問題（主として活用）に関しての学力調査と質問紙による学習
状況調査が行われました。詳しくは次回の立花中だよりに掲載します。今回は２教科の平均正
答数と平均正答率についてお知らせしますが、結果は良好でした。
【国語Ａ】

【国語Ｂ】

【数学Ａ】

【数学Ｂ】
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教 育 目 標
強 く…粘り強く物事に取り組む豊かな心と、健康で

たくましい身体をつくる。

正しく…良く学び、正しい判断力をつける。

優しく…他を思いやることのできる優しい心を育てる。

部活動の成果 全校集会で表彰

表彰状

生徒数 平均正答数 平均正答率（％）

立花中学校 149 25.5/ 32 79.7

兵庫県（公立） 46,286 25.6/ 32 79.9

全国（公立） 1,017,965 25.4/ 32 79.4

生徒数 平均正答数 平均正答率（％）

立花中学校 149 5.0/ 9 55.6

兵庫県（公立） 46,291 4.6/ 9 51.1

全国（公立） 1,018,167 4.6/ 9 51.0

生徒数 平均正答数 平均正答率（％）

立花中学校 149 26.7/ 36 74.2

兵庫県（公立） 46,293 25.1/ 36 69.6

全国（公立） 1,018,328 24.3/ 36 67.4

生徒数 平均正答数 平均正答率（％）

立花中学校 149 10.4/ 15 69.3

兵庫県（公立） 46,305 9.2/ 15 61.3

全国（公立） 1,018,365 9.0/ 15 59.8


