【平成２８年度
部

活 動

名

野球部

サッカー部

陸上部

主

運動部活動報告】
な

活

動

内

容

春日部市１４校春季大会参加
学校総合体育大会参加
フレンドリー大会参加
新人体育大会参加
キューポラカップ招待大会参加
翌桧杯招待大会参加
学校総合体育大会春日部市予選第３位
全日本ユース高円宮杯（Ｕ－１５）埼玉県春日部市予選第３位
新人体育大会春日部市予選第３位
全日本ユース高円宮杯（Ｕ－１４）埼玉県東部地区セカンドリーグ２位
埼玉県ユース（Ｕ－１３）選手権大会春日部市予選出場
埼玉県フレンドリーフェスティバル参加
埼玉県東部地区選抜選手２名・春日部市選抜選手６名
全国大会第 3 位・関東大会優勝 男子 3000ｍ 白鳥哲汰
都道府県対抗駅伝埼玉県代表選手(2 区)白鳥哲汰
全国大会出場・関東大会第 6 位 110H 金井嘉哉
男子 4×100ｍ関東大会第 4 位
時田・金井・中島・梅田
県大会 男子 4×100m 第 2 位 時田・金井・中島・梅田

女子ソフトテニ
ス部

新人体育大会春日部市内予選
郡市対抗戦春日部地区予選

個人戦第三位
個人戦第三位

大林・石井
宮下・志田

男子バスケット
ボール部

第 47 回 平成 28 年度埼玉県東部地区大会 優勝
第 15 回 埼玉県秋季ジュニアバスケットボール大会 準優勝
平成 28 年度 埼玉県新人兼県民総合体育大会春日部市内予選

優勝

平成 28 年度 埼玉県新人兼県民総合体育大会 第 5 位
第 22 回 船橋カップ・バスケットボール大会 優勝
第 19 回小山市バスケットボール協会フェステバル中学生の部 優勝
第 5 回 IWAKI Spa Resort Hawaiians Cup 中学生バスケットボール大会
3位
女子バスケット
ボール部

第 12 回埼玉県春季ジュニアバスケットボール大会
平成 28 年度埼玉県学校総合体育大会 準優勝
第 46 回関東中学校バスケットボール大会 優勝
第 46 回全国中学校バスケットボール大会 優勝

優勝

第 15 回埼玉県秋季ジュニアバスケットボール大会 優勝
平成 28 年度新人体育大会兼第 29 回県民総合体育大会 準優勝
2016 バスケットボールジャパンカップ U-14 決勝大会 優勝
第 5 回 IWAKI Spa Resort Hawaiians Cup 中学生バスケットボール大会 優勝

男子バレーボー

埼玉県バレーボール協会長杯争奪中学生バレーボール大会

ル部

ベスト１６
学校総合体育大会体育大会
八潮カップ

女子バレーボー
ル部

埼葛北部地区予選 準優勝
県大会 ベスト１６

準優勝

６月：学校総合体育大会（現高校１年生中心） …地区大会第２位(代表決定戦敗退)
９月：新人体育大会（現中学３年生中心） …地区大会第２位（代表決定敗退）
３月：東部地区大会（現中学３年生中心） …予選グループ第１位（県大会出場）

卓球部

春日部市卓球連盟主催の試合

４・６・１０・２月

東部地区卓球連盟主催の試合

６・８・９・１・３月

６月：学校総合体育大会

９月：新人体育大会(現中２，３年生・市男子団体３位)

春日部チームサーキット(5.6.7.9.10.11.1.2 月)

硬式テニス部
バドミントン部

他校と練習試合

学校総合体育大会団体県大会出場
体操・フットワーク・基礎打ち・ノック・ゲーム練習
平成２８年度学校総合体育大会市内予選をもって廃部。

など

【平成２８年度
部

活 動
吹奏楽部

名

文化部活動報告】

主

な

活

動

内

容

・マーチングプレビュー
「W．L．M

ウィ・ラブ・マイケル」 優秀賞・理事長賞

・関東カラーガードコンテスト
「ライオンキング」 銀賞
平成２８年６月１２日

横須賀アリーナ

・埼玉県吹奏楽コンクール東部地区大会 Ｂ部門
「Jalan ｰ jalan

~Vision of the Isle Gods~」 銅賞

平成２８年７月３１日

羽生市産業文化会館

・サマーマーチングフェスティバル２ ０ １ ６
「Chaplin２０１６」 優秀賞・ハイインプレッション賞
平成２８年８月２１日 幕張メッセ
・埼玉県マーチングコンテスト Ｂ部門
「Chaplin２０１６」 金賞（西関東大会進出）
平成２８年８月２４日

春日部ウィングハット

・西関東マーチングコンテスト Ｂ部門
「Chaplin２０１６」 金賞
平成２８年１０月２日

新潟県小千谷市総合体育館

・２ ０ １ ６ ジャパンカップマーチングバンド・バトントワリング全国大会

ジュニ

アの部
「Chaplin２０１６」 第３位 優秀賞
平成２８年９月３日

東京体育館

・第４ ２ 回マーチングバンド・バトントワーリング埼玉県大会 中学校の部
「Chaplin２０１６」 金賞・埼玉県教育長賞（関東大会進出）
平成２８年９月２２日

さいたまスーパーアリーナ

・第５ １ 回マーチングバンド・バトントワーリング関東大会 中学校小編成の部
「Chaplin２０１６」 金賞・さいたま市教育長賞
平成２８年１１月５日

さいたまスーパーアリーナ

・第４ ４ 回マーチングバンド・バトントワーリング全国大会 中学校小編成の部
「Chaplin２０１６」 金賞・最優秀賞
平成２８年１２月１７日

さいたまスーパーアリーナ

・関東スーパーマーチング２ ０ １ ６
関東支部優秀団体表彰
平成２８年１２月２５日
・マーチングステージ全国大会

エスフォルタアリーナ八王子
「ウェストサイドストーリー」 優秀賞

・カラーガード全国大会 「世界に一つだけの花」
平成２９年２月１９日
その他外部行事

銀賞

神奈川県民ホール

・藤まつりパレード
・アートフルゆめまつりパレード
・埼玉県吹奏楽東部支部吹奏楽研究発表会
・本田喜久納涼祭出演
・第 17 回全国小学生 ABC バドミントン大会開会式入退場演奏
・第 5 回マーチングバンドバトントワーリング山梨県大会ゲスト出演
・春日部市まちかどコンサート出演
・春日部市成人式依頼演奏

美術部

・ふれあいキューブにて美術部作品展開催（2 月 8 日～21 日）
・豊野公民館での学校紹介のための作品出品（10 月ごろ）
・夏休み美術館巡り実施（8 月 2 日／埼玉県立近代美術館、うらわ美術
館）
・身体障害者福祉のための児童生徒美術展、春日部市景観絵画コンクー
ル等出品・入賞
普段、イラストレーション、彫刻など個人テーマで制作をしています。

科学部

・第 22 回中学生ロボットチャンピオンシップ 全国創造アイディアロ
ボットコンテスト埼玉県予選会 ３位（ベストテクニカル賞）
・科学展に向けての研究
・自由研究

ボランティア部

家庭科部

・大凧マラソンボランティア参加
・各地区納涼祭お手伝い
・本田町お話会・お食事会ボランティア
・豊野地区体育祭、三世代交流スポーツフェスティバル参加
・校内美化活動（清掃、緑化、ポスター作製等）
・豊野中バザーにて作品を販売。
・手芸店主催の手芸コンクールに出品。
・手芸作品を作ったり、調理実習を行ったりしています。

