
                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校だより №８ 

 

校長室の窓から 
平成２８年１０月 

 

＜ 校 訓 ＞ 

いのちを大切にしよう 

きまりを守ろう 

進んでことにあたろう 

相手の立場に立って考えよう 

【陸上部】             男子総合優勝 

＜尼崎市中学校新人大会＞ 女子総合優勝 

共通男子400m  第２位 幸村侑哉 55秒01 

共通男子110mH第３位 金山拓矢17秒21 

共通男子走高跳 第１位 中田誠之1m55 

            第２位 福田桂大1m55 

共通男子走幅跳 第３位 国宗勇亜5m00 

共通男子三段跳 第３位 国宗勇亜10m44 

共通男子砲丸投 第１位 阪上孝峻9m34 

            第３位 竹中康晴9m02 

共通男子円盤投 第１位 阪上孝峻30m30 

            第２位 山中竣介25m80 

１年女子100m 第３位 牛嶌心優 14秒03 

１年女子 800m 第２位 兼安実優2分36秒70 

共通女子円盤投 第１位 神本真衣音26m72 

            第３位 髙橋佑歌25m51 

共通女子走高跳 第１位 舟戸咲穂1m43 

共通女子走幅跳 第１位 坂田美海4m88 

共通女子砲丸投 第３位 髙橋佑歌 10m05 

共通女子４×100mR 第２位  

室田ももは・坂田美海 

          牛嶌心優・神本真衣音 53秒66 

＜阪神中学校新人大会＞ 男子総合第２位 

共通男子400m  第３位 幸村佑哉 53秒93 

共通男子走高跳 第３位 中田誠之 1m60 

共通男子円盤投 第１位 阪上孝峻30m52 

共通男子四種競技 第１位 金山拓也 1987点 

共通女子砲丸投 第３位 髙橋佑歌 10m11 

共通女子円盤投 第１位 神本真衣音29m21 

＜兵庫県中学校新人大会＞ 

共通男子円盤投 第１位 阪上孝峻30m74 

共通女子円盤投 第２位 神本真衣音26m77 

共通女子走幅跳 第３位 坂田美海 4m91 

＜兵庫県中学校陸上競技選手権大会＞ 

女子円盤投 第2位 八木佑芽奈 31m34 

 

【水泳】 

＜尼崎市中学校新人大会＞ 学校別対抗女子優勝 

2年女子100m 平泳 第１位 石田結衣香1分22秒47 

2年女子100m バタ 第３位 石田結衣香1分12秒18 

2年女子 50m  自由 第３位 石田結衣香29秒95 

2年女子 400m自由 第１位 三角桃子4分53秒44 

2年女子200m 個メ 第３位  三角桃子2分36秒88 

1年男子100m バタ 第３位  三浦拓人1分16秒61 

 10月2１日（金）は文化発表会でした。また、19日（水）は合唱コンクールでした。両日とも、たくさんの保護者・

地域の方に来校いただきました。素晴らしい内容で、来校されたに方々にも喜んでいただけたことと思います。 

 中間考査が終わってから１週間、朝・放課後の合唱練習、作品制作、劇の練習等、限られた時間の中でそれぞ

れが一生懸命に取り組んできました。合唱での文化発表会当日の出場は、各学年２クラスでしたが、他のクラス

も心のこもったすばらしい合唱でした。皆が心をひとつにして同じ目標に向かって取り組むことは、本当にすば

らしいことだと思います。３年６組がアルカイックに出場しますが武庫東中学校の代表として、頑張ってください。

結果を気にせず普段の力を出し切ってほしいと思います。 

今年も生徒会劇で楽しませてもらいました。一生懸命に練習した様子が十分に感じられました。英語スピーチ

の２人は落ち着いて話せていたように見えました。３年生有志の皆さんご苦労様でした。そして、吹奏楽部のみ

なさんすばらしい演奏ありがとうございました。ご苦労様でした。 

展示の部でも、日頃の取り組みの成果として各教科の作品や美術部 

の作品が展示されました。限られた時間での作品制作、なかなか大変 

だったろうなと想像します。ご苦労様でした。 

 

文化発表会  ～10月21日（金）～  合唱コンクール  ～10月19日（水）～   

 １年 ２年 ３年 

最優秀賞 ３組 １組 ６組 

優 秀 賞 ６組 ５組 ２組 

 

合唱コンクール  

平成28年度第53回尼崎市立中学校総合体育大会  10月15日（土）         

                １年～３年まで総勢３８名の選手が出場

しました。また、応援席には、各学年から

大勢の先生が来てくれて最後まで大き

な声援を送ってくれていました。全選手

が、力を出し切り、武庫東中の代表として

よく頑張ってくれたと思います。入場行

進も堂々としていて、大変立派なもので

した。お疲れ様でした。 

【ソフトボール部】 

尼崎市中学校新人大会 第３位 

【体操】 

阪神中学校新人大会  

個人総合第３位   國領彩月 

種目別平均台 優勝 國領彩月 

 

【男子卓球部】 

尼崎市中学校秋季大会 第３位 

尼崎市中学校新人大会 第３位 

【女子卓球部】 

尼崎市中学校秋季大会 第３位

尼崎市中学校新人大会 第３位 

 

【剣道部】 

＜尼崎市中学校剣道新人戦前哨大会＞ 

  女子団体 第３位 

＜尼崎市中学校新人大会＞ 女子団体優勝 

男子個人優勝 川上大星 

女子個人優勝 波馬朋賀  

 

【男子ソフトテニス部】 

＜尼崎市中学校新人大会＞  

団体優勝 

優勝 片岡大幹・小林寛卓 

 準優勝 中畑好喜・山本和義 

＜阪神中学校新人大会＞  

団体優勝 

準優勝 片岡大幹・小林寛卓 

 第３位 中畑好喜・山本和義 

 

【女子ソフトテニス部】 

＜尼崎市中学校新人大会＞ 

団体準優勝 

優勝 森實杏美・田中美優 

第３位 香川未来・藤井菜穂 

＜阪神中学校新人大会＞ 

第３位 香川未来・藤井菜穂

ﾍﾞｽﾄ８ 森實杏美・田中美優 

 

     

 

中学校社会科研究作品展 

優良賞 岩田順喜  『ゲゲゲの新聞』 

 

兵庫県中学校総合文化祭 

書写部門 特選  原 千尋 

 

グランプリは３年６組 

アルカイック出場！ 

『税の作文』尼崎市教育委員会教育長賞     人権作文 入選 

  仲川美空 「私達の身近な税」      濵田真織  「ちがいは個性」     

 

平成28年度第53回尼崎市立中学校総合体育大会 入賞者 

1・2年男子100m 13秒06       3年女子100m 15秒2 

第７位 松島迅汰               第７位 永野未来 

3年男子4×100mR 50秒20     3年女子1000m 3分40秒30 

第６位 山内陽太・中尾亮誠        第７位 山﨑茉奈 

中嶋健人・溝本 蓮     １年女子4×100mR 60秒52 

共通男子走高跳 1m60            第６位 河本ゆり子・野田愛璃 

  第３位 山田晃世                    浅井未菜・渡邉莉奈 

共通男子ハンドボール投 36m26    2年女子4×100mR 59秒79 

   第２位 肥後裕夢希              第６位 丸尾優奈・白井奏衣 

1・2年女子1000m 3分27秒34            石原彩名・福﨑汐音  

   第６位 森實杏美           3年女子4×100mR 59秒06 

３年女子走高跳 1m25              第３位 奥地りお・山口穂香 

 第７位 宮本野杏                    喜多真礼・中村結衣 

 

３年学年合唱 

生徒会劇 

自転車賠償保険への加入 

兵庫県では、すでに加入が義務化されていますが、大阪府は平成28年7月から、滋賀県でも 10月から義務化されまし

た。「自転車と人」の事故は 20年間で５倍になっていると言われています。先日実施された市内新人大会でも、移動中に自

転車による事故が発生したと聞いています。マナーを守り事故には十分留意して下さい。また、保険への加入がまだの人

は、万が一に備え、是非加入をお願いします。１億円を超える賠償が言い渡された事例もあるそうです。 


