
 

日本学校合奏コンクール 2018 全国大会 
ソロ＆アンサンブルコンテスト 

谷津小学校 管弦アンサンブル   銀賞 
第六中学校 弦楽七重奏      銀賞 
第六中学校 フルート三重奏    銀賞 
第六中学校 ソロ部門トロンボーン 銀賞 

 

 

 

 

 

 

 

東関東吹奏楽コンクール 
実花小学校           金賞 

（代表） 
東習志野小学校           銀賞 
屋敷小学校           銀賞 
藤崎小学校           銀賞 
第四中学校           金賞 
第五中学校           銀賞 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学  校 種  目 大会名・受賞名 成  績 氏名等 

第一中学校 

科学技術 第 15 回千葉県中学生創造ものづくり教育フェア  
創造アイデアロボットコンテスト 応用部門 

第 2 位 
最優秀賞 

（ロボコン大賞） 

高野 悠伍 田尻 智樹 
木村 翔 續 蓮士郎 
北條 公斗 石川 啓太 

作文 中学生の「税についての作文」 
千葉県千葉西県税 

事務所長賞 山川 健太郎 

美術 第６３回こども県展 準特選 
永田 賢之介 
大谷 湊 

感想文 
第４２回千葉県課題図書小・中学校 
児童生徒読書感想文コンクール 

学校賞  
県教育研究会 

国語教育部会長賞 
樋口 美花 

管弦楽 

TBS こども音楽コンクール県大会 
中学校・合奏第２部門 

最優秀賞  

第７回日本学校合奏コンクール 
2018 千葉県大会 金賞（代表）   

第７回日本学校合奏コンクール 
2018 全国大会グランドコンテスト 金賞  

野球 第３８回千葉県中学校新人軟式野球大会 第１位   

体操 
第４３回千葉県中学校新人体育大会 

体操競技大会 
平均台     第５位 
段違い平行棒 第６位 藤本 真由 

陸上 
第４３回千葉県中学校新人体育大会 

陸上競技大会 
共通女子１５００ｍ 

第８位 
谷川 凛 

第４９回ジュニアオリンピック陸上競技大会 善戦 谷川 凛 

第二中学校 

作文 中学生の「税についての作文」 
千葉西税務署管内 

納税貯蓄組合連合会会長賞 小原 彩花 

吹奏楽 
第２４回東関東マーチングコンテスト 金賞（代表）   

第３１回全日本マーチングコンテスト 金賞  

第三中学校 

作文 中学生の「税についての作文」 千葉西税務署長賞  堀川 菜々子 

美術 第 63 回こども県展 

県知事賞 伊東 佑里子 
特選 長谷部 香帆 
準特選 大森 汐莉 
準特選 飯島 鈴 

感想文 
第４２回千葉県課題図書小・中学校 
児童生徒読書感想文コンクール 

学校賞  
佳作 加藤 小南美 

男子バレー 
第４８回千葉県中学校新人 

バレーボール大会 ベスト８  

第三中学校 
(千葉水球クラブ) 

水球 第４１回全国 JOC ジュニア 
オリンピックカップ夏季水泳競技大会 

ベスト８ 目黒 貴大 

東日本学校吹奏楽大会 
実花小学校            銀賞 
        (3 年連続出場特別表彰) 

日本管楽合奏コンテスト全国大会 
第四中学校          最優秀賞
東習志野小学校           優秀賞 

(審査員特別賞) 
藤崎小学校           優秀賞 

 
日本学校合奏コンクール 2018 
全国大会グランドコンテスト  

谷津小学校           金賞 
(福島県教育委員会教育長賞) 

第一中学校          金賞 
習志野高校          金賞 

日本学校合奏コンクール 201８ 

全国大会グランドコンテスト 
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学  校 種  目 大会名・受賞名 成  績 氏名等 

屋敷小学校 

科学論文 千葉県児童生徒科学作品展 優秀賞 岡野 花南 

感想文 
第４２回千葉県課題図書小・中学校 
児童生徒読書感想文コンクール 

学校賞  

佳作 
針谷 ひまり 
東海林 響 

作文・詩 
第５回親守詩千葉県大会 

習志野市長賞 近藤 羽南 

連歌 習志野市教育長賞 中村 有紗 
吹奏楽 第２４回東関東吹奏楽コンクール 銀賞  

藤崎小学校 

図画工作 第２１回 MOA 美術館習志野児童作品展 実行委員長賞 板野 龍馬 

感想文 第４２回千葉県課題図書小・中学校 
児童生徒読書感想文コンクール 

学校賞  

優良賞 
宮入 詩織 
坪内 梨倖 

吹奏楽 

第２４回東関東吹奏楽コンクール 銀賞  
TBS こども音楽コンクール県大会 

小学校・管楽合奏部門 最優秀賞  

第２４回日本管楽合奏コンテスト 
全国大会 優秀賞   

藤崎小学校 
(藤崎シークレット) 

少年野球 第４９回習志野市少年野球夏季大会 第１位  

ソフトボール 第２９回千葉県 
小学生男女ソフトボール選手権 

第１位  

実花小学校 

吹奏楽 
第２４回東関東吹奏楽コンクール 金賞(代表)  

第１８回東日本学校吹奏楽大会 銀賞 3 年連続出場 
特別表彰 

標語 
平成３０年度薬物乱用防止 

標語コンクール 優秀賞 小田 優香 

図画工作 第６３回こども県展 準特選 遠藤 那津 

向山小学校 

珠算 

全日本珠算技能競技大会 
団体総合 第３位 深谷 柚衣 

全日本珠算技能競技大会 
個人総合 第２位 深谷 柚衣 

図画工作 第６３回こども県展 

学校賞  
千葉日報社長賞 舟川 依央莉 

準特選 及川 祐弥 

秋津小学校 図画工作 第４９回ガスフェスタ児童絵画展 習志野市教育長賞  土屋 駿和 

香澄小学校 珠算 全日本珠算技能競技大会 
団体総合 

第３位 蓜島 駿希 

谷津南小学校 

図画工作 

国土緑化運動ポスター原画コンクール 千葉県知事賞 田中 里歩 

第２１回 MOA 美術館習志野児童作品展 

MOA 美術館 
奨励賞 田中 杏奈 

千葉県知事賞 山本 一翔 
審査員賞 清峰 愛 

第６３回こども県展 準特選 上田 悠斗 

感想文 第４２回千葉県課題図書小・中学校 
児童生徒読書感想文コンクール 

学校賞  

優良賞 高木 想太朗 

佳作 伊藤 心音 

屋敷小学校 
実花小学校 

(習志野柔道クラブ) 
柔道 第１７回千葉県少年柔道大会 

第１位 小川 皓太郎 

第１位 武田 優希 

大久保小学校 
屋敷小学校 
屋敷小学校 
実花小学校 
（CAC RG） 

新体操 
第１８回全日本新体操クラブ 

団体選手権 
（※Ｐ４下に写真掲載） 

第１位 

西澤 佳音 
清水 優羽 
箕浦 希秋 
櫛田 花 

 

 

 

   
【サッカーの部】場所:第一サッカーフィールド・秋津小学校   【ミニバスケットボールの部】場所:袖ケ浦体育館・第三中学校 

 A ブロック B ブロック   A ブロック B ブロック 

第１位 大久保小学校 谷津小学校  第１位 谷津小学校 大久保小学校 

第２位 実花小学校 谷津南小学校  第２位 屋敷小学校 谷津南小学校 

第３位 鷺沼小学校 実籾小学校  第３位 藤崎小学校 鷺沼小学校 

第３位 屋敷小学校 向山小学校  第３位 向山小学校 香澄小学校 
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