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３ 本校の沿革
●年度 ●歴代校長 ●研究指定等

●制度･校舎等 ●生徒活動等

昭２１． １．新発田市制施行

昭２２． ５．新発田市立新発田中学校開設（旧御免町校舎使用）

５．初代校長 小林文三先生着任（平６．２ 没）

昭２３． ４．旧陸軍被服倉庫跡校舎に移転（旧本丸校舎）

昭２４． ４．新発田中学校を三学区に分け外ケ輪、本丸、猿橋の三中学分離・独立

４．外ケ輪中学校初代校長 小林文三先生着任

・県産業教育研究指定校（昭２４～２５）

10．二代校長 板橋利邦先生着任（昭５８．１０ 没）

昭２５． 10．県産業教育研究大会開催

８．県中学校野球大会優勝

昭２６． ・文部省産業教育研究指定校（昭２６～２７）

昭２８． ６．外ケ輪小より町裏の新校舎に移転 新発田市立第一中学校と改称

創立記念日制定（６月１日）

昭３０． ４．屋内体育館竣工

昭３１． ４．15日夜火災のため本館320坪を焼失、損害額約1,500万円

４．三代校長 小田勝治先生着任

２．本館再建復興記念挙行

昭３３． ９．校歌制定

10．創立10周年記念式典挙行

・県科学・技術教育研究指定校（昭３３～３４）

昭３７． ７．生徒会歌制定

/３．科学教育優秀校受賞

昭３８．４．四代校長 菅井豊吉先生着任（昭５８．１１ 没）

11．創立15周年記念式典挙行 校旗樹立

昭３９． ４．県「学校行事等」研究指定校（昭３９～４０）

昭４０． ４．文部省「中学校教育課程」研究指定校て昭４０～４１年）

８．県中学校野球大会優勝

10．県中教育共催「学校行事」研究会

２．学研教育賞受賞

昭４３． ７．第17回読売教育賞（学校経営部門）優秀賞受賞

昭４４． 11．屋内体育館にステージ完成

11．創立20周年記念式典挙行

３．創立20周年事業としてグランド大改修

昭４５．４．五代校長 高橋恂三郎先生着任（平４．６ 没）

昭４６． ８．中部日本中学校選抜野球大会に出場（名古屋）

11．県科学発表会第一分野で県知事賞受賞

昭４８． ４．理科教育で科学技術庁長賞言受賞

４．県教育機器利用による学習指導法研究実践（昭４８～４９）
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10．ソニー理科教育振興優良校に選定

11．国土緑化ポスター原画で特選 文部大臣賞受賞

昭４９．４．六代校長 森守四郎先生着任（平２５．２ 没）

11．県科学発表会第一分野で県知事賞受賞

11．創立25周年記念式典挙行 ＰＴＡより「少女像」の寄贈

昭５０． 10．教育機器の研究会 第21次教育実践校として県表彰

昭５１． ４．県「保健教育研究」の推進指定校（昭５１～５２）

10．ソニー理科教育優良校として全国表彰

11．県中教研特活研究会開催生徒会活動を公開

昭５２． 52年度ジュニアオリンピック110mH ４位 石井 仁

10．新校札第29回卒業生記念品として寄贈される。

10．県発明工夫展で優良賞受賞

10．読売新聞社より科学研究優良校として表彰される。

３．第23次県教委指定研究「学校保健部門」で感謝状を受く。

昭５３．４．七代校長 小山研三先生着任（平２３．１ 没）

４．県教委「生活指導共同研究推進地域」指定（昭５３～５４）

４．市教委「教育課程」委嘱研究指定（昭５３～５４）

７．「安兵衛太鼓」同好会誕生（商工会議所より寄贈）

８．中部日本中学野球大会に県代表出場（名古屋）

11．読売科学賞「学校賞」受賞

２．クラブ後援会より「部旗」が寄贈

昭５４． ７．グランドナイター照明設置

８．県中総体 卓球男子団体・個人優勝（古山英輔）

関東大会 器械体操（相馬千夏・野沢由紀）

11．創立30周年記念式典挙行

11．県生物教育研究会「自然科学写真展」金賞受賞

昭５５． 12．完全給食実施

８．北信越大会 器械体操（相馬・野沢）

新体操（星野初美・坂部紀美子）

全国大会 新体操（星野・坂部）

10．県生物教育研究会「自然科学写真展」金賞受賞

昭５６． ４．文部省「教育課程」研究指定（昭５６～５７）

４．昭56年度学校保健統計調査実施校指定

４．第二体育館竣工

７．県中総体新体操 個人１位 鈴木郁子

県中総体陸上 女子100m １位 小林倫子

８．北信越大会 陸上女子100m ３位 小林倫子

第８回全日本中学校陸上競技選手権 女子100m ５位 小林倫子

昭５７． 10．全国顕微鏡観察コンクール「学校賞」受賞

10．全国青少年読書感想文コンクール県大会

優良賞受賞 平野裕子・森山 永
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10．優良子ども銀行 県知事賞受賞

昭５８．4．八代校長 渡辺秀晃先生着任（平２１．９ 没）

５．第二体育館増築完了

７．県陸上選手権 800m １位 佐藤雅子

７．通信陸上 800m １位 佐藤雅子

７．県総体陸上 800m １位 佐藤雅子

７．男子バスケットボール ３位

８．北信越陸上 800m ３位 佐藤雅子

10．第10回全日本中学陸上（東京）５位 佐藤雅子

10．第14回全日本ジュニアオリンピック陸上（東京）

Ｂクラス1500m 佐藤雅子出場

12．第29回全国青少年読書懸想文コンクール 県最優秀賞 宮野章子

昭５９． ６．創立35周年記念式典挙行

７．通信陸上 ２年1500m ３位 片桐啓介

７．県総体陸上 3000m ６位 片桐啓介

８．北信越陸上 ２年 1500m ３位 片桐啓介

北信越柔道団体出場、個人３位 田辺典之

昭６０． ４．市「国際理解教育」研究指定

４．通信陸上 砲丸投 １位 阿部陽子

3000m ６位 片桐啓介

７．県総体陸上 3000m４位，1500m８位 片桐啓介

県総体柔道 個人 軽重量級 １位 岡 宏一

,中量級 ３位 笠原 良弘

県総体女子バスケットボール ３位

県総体体操 器械体操 団体 ５位

８．第16回全国中学柔道大会出場 （北海道）岡 宏一

昭６１．４．九代校長 荒井一男先生着任（平１１．２ 没）

７．通信陸上 ２年1500m２位 清水正法，800m８位 長谷川義之

７．県総体女子バスケットボール準優勝

県総体相撲個人 一年生 ２位 斎藤啓一

８．北信越陸上 ２年1500m 7位 清水正法

11．市学校花壇コンクール 最優秀賞受賞

昭６２． ７．通信陸上 3000m４位 清水正法

県総体陸上 3000m４位，1500m６位 清水正法

11．33回全国読書感想文コンクール

県最優秀賞 内山真理子、丸山 伸

昭６３． ４．県Ｉ型「国語」研究指定（昭６３～平２）

６．新採用教員授業研究協力校指定

７．通信陸上 走高跳５位，三種競技Ａ４位 岩淵千鶴

７．県総体陸 走高跳４位，三種競技Ａ４位 岩淵千鶴

県総体柔道 個人軽阻級 ２位 岡 良樹
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10．県科学発表会写真の部金賞科学部

11．創立40周年記念式典挙行

12．第34回全国読書感想文コンクール 県最優秀賞 小林恵子

平元． ４．県教委「学力向上研究」国・数・英指定（平元～３）

６．新採用教員授業研究協力指定

７．通信陸上２年100m ３位 内山浩柿，3000m ４位 加藤芳明

砲丸投６位丹後大地

県総体陸上 砲丸投１位 丹後大地

3000m ４位 加藤芳明

200m ６位 内山浩柿

1500m ６位 加藤芳明

県総体水泳 800m自由形１位 中条善子

400m自由形３位 中条善子

県総体バスケットボール女子準優勝

８．北信越陸上 ２年100m３位 内山浩伸，3000m７位 加藤芳明

北信越水泳800m自由形 ５位 中条善子

第16回全日本中学陸上（松江） ２年100m 内山浩伸出場

砲丸投 丹後大地出場

10．下越駅伝大会優勝

第20回全日本ジュニアオリンピック陸上（東京）

Ｂクラス砲丸投丹後大地出場

12．第35回全国読書感想文コンクール 県優秀賞 渡辺恵子

平２．４．十代校長須貝東雄先生着任（平２３．１２ 没）

６．初任者研修授業研究校指定

７．町裏より御幸町の新校舎に移転

７．通信陸上 ３年100m ３位 内山浩伸

110mH １位 松本優也

800mR ４位 高橋･菅原･内山･鈴木

県総体陸上 100m ２位 内山浩伸

110ｍH ２位 松木優也

三段跳 ４位 鈴木年孝

800mR ４位 高橋･菅原･内山･鈴木

県総体水泳800m自由形２位、400m自由形３位 中条善子

８．北信越陸上 800mR /２位 小林・菅原・内山・鈴木

３年100m出場 内山浩伸

110mH出場 松本復也

北信越水泳 800m自由形 ６位 中条善子

第17回全日本中学陸上（徳島）

３年100m、200m出場 内山浩伸

110mH出場 松本俊也
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10．第21回全日本ジュニアオリンピック陸上（静岡）

Ｂクラス110mH ７位 松本優也

11．県Ｉ型「国語」研究発表

12．第36回全国読書感想文コンクール

県最優秀賞 １類 五十峯理子

県最優秀賞 ２類 林田恵里子

アンサンブルコンテスト「サキソフォーン四重奏」金賞

２．屋内体育館完成尚

３．竣功記念式典挙行

平３． ４．初任者研修授業研究協力校指定

７．通信陸上 200m ３位 小林大輔

県総体水泳 200m背泳 ６位 中条善子

８．北信越陸上 200m出場 小林大輔

第18回全日本中学陸上（宮崎）

200m出場 小林大輔

11．第７回市民植樹祭サクラ40本植樹

２．県教委指定「学力向上研究実践校」紙上発表

２．環境美化運動模範活動校として県知事より感謝状受賞

３．生徒会活動に対し、小さな親切運動本部より表彰

平４．４．十一代校長 小柳健二先生着任

２．初任者研修授業研究協力校指定

８．県吹奏楽コンクール 金賞

９．関東吹奏楽コンクール 銀貨

11．ＮＩＥ研究会

12．県アンサンブルコンテスト 金賞

平５． ４．初任者研修及び経験者研修授業研究協力校指定

県国際理解推退校指定

７．県総体柔道 48kg以下級 ２位 吉田綾子

８．県吹奏楽コンクール 金賞

９．関東吹奏楽コンクール 銅貨

10．創立45周年記念式典挙行

平６． 4．初任者研修及び経験者研修授業研究協力校指定

８．県吹奏楽コンクール 金賞

12．第40回全国読書懸想文コンクール 県優秀賞 曽我直美

12．新潟県アンサンブルコンテスト 金賞

平７． 4．初任者研修及び経験者研修授業研究協力校指定

８．県吹奏楽コンクール 金賞

９．第１回西関東吹奏楽コンクール 金賞

11．税についての作文 最優秀賞（県教育長賞）横岡千恵美

12．県ジュニア美術展 デザイン部門 特賞 白井一幸

平８． 4．初任者研修及び経験者研修授業研究協力校指定
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７．通信陸上800m ２位 石井 佑

県総体水泳200m個人メドレー３位 中条宏幸

400m個人メドレー２位 中条宏幸

８．北信越陸上800m ５位 石井 佑

/県吹奏楽コンクール 金賞

９．第２回西関東吹奏楽コンクール 銅賞

12．県ジュニア美術展 デザイン部門 特賞 荒涼智子

県アンサンブルコンテスト 金賞

第42回全国読書感想文コンクール

県優秀賞 佐久間朝子 大橋美幸

平９． 4．初任者研修及び経験者研修授業研究協力校指定

８．県吹奏楽コンクール 金賞

９．第３回西関東吹奏楽コンクール 銅賞

12．県ジュニア美術展 絵画部門 優秀賞 石井売人

デザイン部門 優秀賞 本間絵里子

県アンサンブルコンテスト 金賞

第43回全国読書感想文コンクール

県優秀賞 佐久間彬史 鷲津智子

１．西関東アンサンブルコンテスト 銀賞

平１０．４．十二代校長 六井 潔 先生着任

４．経験者研修授業研究協力校指定

７．通信陸上 ３年200m ６位 昆 美和子

100m ７位 昆 美和子

県総体陸上 100m ８位 昆 美和子

砲丸投 ８位 諸橋 麻恵

11．中学生人権作文コンテスト県大会 優良賞 渡辺 有紀

11．創立50周年記念式典挙行 グランドピアノ寄贈

12．県ジュニア美術展 絵画部門 優秀賞 安藤 寛

デザイン部門 優秀賞 戸嶋 淑子

県アンサンブルコンテスト 金賞

平１１． ７．通信陸上 １年100m ５位 渡邉 拓巳

11．中学生人権作文コンテスト県大会 優良賞 渡辺 有紀

12．県アンサンブルコンテスト 金賞

県ジュニア美術展 絵画部門 優秀賞 塩田 美幸，青木 千里

平１２． ３．県書き初め大会 ＴＥＮＹテレビ新潟賞 伊豆名皓美

９．県競書大会 特選 伊豆名皓

９．西関東吹奏楽コンクール 銀賞

11．ＮＨＫ学園俳句コンクール 特選 二木杏利沙

12．県ジュニア美術展 絵画部門 特賞 高橋 京子

優秀賞 江頭智恵美

デザイン部門 優秀賞 本開明唯子
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12．県アンサンブルコンテスト 金賞

２．新潟大学全国書き初め大会 読売新聞社賞 伊豆名皓

平１３． ４．経験者研修授業研究協力校指定

７．通信陸上 100m６位 渡邉 拓巳，走高跳６位 伊藤 美生

９．県競書大会 特選 伊豆名皓美

11．ＮＨＫ全国俳句大会コンクール 特選 小原 直子

12．県読書懸想文コンクール 優秀賞 小林 住奈

全国中学生人権作文コンテスト

県最優秀賞、日本新聞協会長賞 名子 優香

平１４．４．十三代校長 二戸 敏夫 先生着任

４．経験者研修授業研究協力校指定

８．県吹奏楽コンクール 金賞

12．県読書懸想文コンクール 優秀賞 渡辺 光

12．県ジュニア美術展 デザイン部門 特賞 山田 修平

１．新潟大学全国書き初め大会 特選 坂上 彩華

平１５． ４．新発田市同和教育研究校指定

７．通信陸上 110mH １位 大森 智仁

走高跳 ２位 大山 剛

三種Ａ ３位 大山 剛

県総体陸上 110mH １位 大森 智仁

200m ４位 大森 智仁

走高跳 ２位 大山 剛

三種Ａ ７位 大山 剛

400mR ６位 椎谷・大森・斎藤・三浦

県総体柔道 団休戦出場

90kg級 ４位 原 洋史

８．北信越陸上 110mH ２位 大森 智仁

走高跳 ３位 大山 剛

第30回全日本中学陸上（北海道）

走高跳 ５位 大山 剛

110mH出場 /大森 智仁

10．第34回ジュニアオリンピック陸上（神奈川）

110mH出場 大森 智仁

11．中学生人権作文コンテスト県大会 優良賞 森山あきよ

12．県アンサンブルコンテスト 金賞

県読書懸想文コンクール 優良賞 前田 享子

県ジュニア美術展 デザイン部門 優秀賞 坂上 千穂

海津 光

２．新潟大学全国書き初め大会 特選 坂上 千穂

平１６． ４．新発田市同和教育研究校指定

初任者研修学習指導研修協力校指定
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７．県総体 柔道 男子団体第５位

男子73kg級 ５位 松崎 敏和

男子60kg級 ２位 林 健太

女子70kg級 ３位 相馬 未春

８．北信越 柔道 男子60kg級 ５位 林 健太

10．新発田市同和教育研究発表会

平１７． ４．初任者研修学習指導研修協力校指定

７．県総体 柔道 男子団体優勝

男子60kg級 優勝 林 健太

２位 山際 康太

81kg級 ２位 江畑 匠

５位 飯野 優也

女子70kg級 優勝 相馬 未春

８．北信越柔道 男子60kg級 優勝 林 健太

女子70kg級 優勝 相馬 未春

全国柔道 男子団体，林 健太，相馬 未春 出場

平１８．４．十四代校長 稲田 健一 先生着任

４．初任者研修学習指導研修協力校指定

７．通信陸上 / 女子走高跳 ４位 高橋 千秋

７．県総体陸上 女子走高跳 優勝 高橋 千秋

柔道 男子60kg級 ３位 佐藤 貴大

８．北信越柔道 男子60kg級 ５位 佐藤 貴大

８．県吹奏楽コンクール 銀賞

12．県ジュニア美術展 デザイン部門 優秀賞 熊田 美月

いきいきわくわく科学賞 東北電力賞

井上 寛裕「クモの研究 ５」

平１９ ４．初任者研修学習指導研修協力校指定

７．通信陸上 女子走高跳 /４位 高橋 千秋

７．県総体陸上 女子走高跳 ６位 高橋 千秋

７．県総体柔道 女子48kg級 ３位 畑田 亜寿美

８．北信越柔道 女子48kg級 ５位 畑田 亜寿美

８．全日中陸上女子走高跳出場 高橋 千秋

11．新潟県中学校教育研究会指定進路指導教育研究中間発表会

12．いきいきわくわく科学賞 わくわく賞

高橋直宏「あさがおの研究PartⅡ」

優秀賞

井上 寛裕「クモの研究 ６」

平２０. ４．初任者研修学習指導研修協力校指定

７．県総体柔道 女子52kg級 優勝 畑田亜寿美

女子57kg級 ３位 相馬 春菜

男子55kg級 ３位 林 康太
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８．北信越柔道 男子55kg級 優勝 林 康太

女子52kg級 ５位 畑田亜寿美

女子57kg級 ５位 相馬 春菜

８．全国柔道 女子52kg級出場 .畑田亜寿美

11．新潟県中学校教育研究会指定進路指導教育研究発表会

11．平成20年度キャリア教育優良団体文部科学大臣表彰

平２１. ４．初任者研修学習指導研修協力校指定

７．通信陸上 男子走幅跳 優勝 内田 俊介

/ /男子走高跳 ８位 井伊 恒平

７．県総体陸上 男子走幅跳 優勝 内田 俊介

/男子三段跳 ３位 内田 俊介

/男子走高跳 ６位 井伊 恒平

柔道 /男子55kg級 ２位 林 康太

卓球 /男子個人 優勝 清野 佳史

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ /男子個人 ５位 江口 達哉

８．北信越陸上 男子走幅跳 ６位 内田 俊介

柔道 男子55kg級 ２位 林 康太

卓球 男子個人 ３位 清野 佳史

８．全日中(北九州)卓球男子個人出場 清野 佳史

10．国税庁等主催「中学生の税についての作文」

優秀賞 石井 真希

11．阿賀北ロマン賞 創作童話・児童文学部門

中学生の部 大賞 石井まゆ佳

平２２．４．十五代校長 小谷 太一郎 先生着任

４．新発田市日本語教育研究指定

７．県総体 柔道 男子団体 ５位

女子団体 ５位

男子66kg級 ７位 大森 仁貴

女子48kg級 ３位 笠井 茜里

卓球 個人 優勝 清野 佳史

８．北信越 柔道 女子48kg級 ５位 笠井 茜里

卓球 個人 ３位 清野 佳史

８．全日中(山口県)卓球男子個人ベスト32 清野 佳史

11．阿賀北ロマン賞 創作童話・児童文学部門

中学生の部 大賞 小林 史緒

11．新発田市日本語教育研究発表会

１．天皇杯・皇后杯全日本卓球選手権大会（東京）

ジュニア個人出場 清野 佳史

平２３． ４．初任者研修学習指導研修協力校指定

金融教育研究指定（平２３～２４）

７．通信陸上 男子400ｍR出場 /坂井・三浦・澁谷・大久保
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７．「一中ギャラリー」（新規）を開催（12月・3月にも開催）

/７．県総体 バスケットボール女子 準優勝

/ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 女子単 /３位 黒田 侑子

８．「図書館の改造」特別教室棟３階から１階に移転

８．北信越 バスケットボール女子 /ベスト８

/ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 女子単出場 黒田 侑子

８．県吹奏楽コンクール 金賞

８．全日本ジュニアバドミントン選手権大会新潟県予選会

女子単 ２位 黒田 侑子

/９．西関東吹奏楽コンクール 銅賞

10．「一中絆ウォーク」（新規）を実施

/11．国税庁等主催「中学生の税についての作文」

新潟県知事賞 小林 史緒

/11．県読書感想文コンクール /優秀賞 小林 史緒

/11．新発田市緑・花振興協会主催「花壇コンクール」最優秀賞

1/12．研究主題「共に学ぶ合う授業の創造」授業研究＜中間検討会＞

/12．県アンサンブルコンテスト 木管打楽器８重奏 金賞

/ 金管８重奏 金賞

/12．県中学生バドミントン選手権大会

/女子複 優勝 黒田 侑子

/２．県児童生徒絵画・版画コンクール

村山賞（最優秀賞） 大嶋 菜月

特選 三上 洸希

１．「スキー授業」（新規）を実施 ＜１・２年生＞

２．第11回「特色ある教育実践校・園」教育実践論文 優良賞

日本語のよさを実感し、豊かに表現する生徒

～教科「日本語」により「笑顔あふれる学校」「魅力ある学校」を目指して～

平２４． ４．初任者研修学習指導研修協力校指定

免許外研修（技術）協力校指定

７．「一中ギャラリー」を開催（12月・3月にも開催）

/７．県総体１柔道 女子70kg級 優勝 相馬 美里

柔道 男子83kg級 ４位 萩原 優貴

/ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 女子単 /３位 黒田 侑子

８．北信越柔道 女子70kg級 準優勝 相馬 美里

/ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 女子単出場 /黒田 侑子

８．県吹奏楽コンクール 金賞

/９．西関東吹奏楽コンクール 銅賞

10．「一中絆ウォーク」を実施

10．ピティナ・ピアノコンペティション

東日本地区本選出場 山﨑 萌美
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11．田村杯争奪新潟県バドミントン選手権大会

女子単 優勝 黒田 侑子

/11．国税庁等主催「中学生の税についての作文」

新潟県納税貯蓄組合総連合会優秀賞 樋口 翠佳

/11．新大全国競書大会 / 特選 宮村 真歩

準特選 斎藤 舞
高橋菜々美

/11．県読書感想文コンクール /優秀賞 高橋菜々美

/11．新発田市緑・花振興協会主催「花壇コンクール」優秀賞

/11．国土緑化運動・育樹運動標語コンクール

優秀賞 鈴木 賀巳
/11．新潟県土砂災害防止に関する作品コンクール

優秀賞 髙橋絵理香
12．研究自主公開「共に学ぶ合う授業の創造」（第３年次）授業公開

/12．県アンサンブルコンテスト 木管８重奏 金賞

/12．県アンサンブルコンテスト 金環８重奏 金賞

/12．いきいきわくわく科学賞 奨励賞 清野美奈子

/髙橋絵理香

１．「スキー授業」を実施 ＜１・２年生＞

/１．新大全国書初大会 / 特選 宮村 真歩

斎藤 舞

平２５．４．十六代校長 山田 亮一 先生着任

４．初任者研修学習指導研修協力校指定

免許外研修（技術）協力校指定

/７．県総体陸上 男子走幅跳出場 渡辺 一樹

男子走高跳出場 福井 遥哉

男子三段跳出場 家合 陽輔

男子４種競技出場 齋藤 直輝

男子400ｍR出場 佐藤・家合・笹川・福井

卓球 男子個人出場 小唄 周平

８．県吹奏楽コンクール 金賞

/９．西関東吹奏楽コンクール 銅賞

/10．県人権作文コンテスト 優良賞 戸田 杏子

/11．県児童生徒科学研究発表会

物理・科学の部 優秀賞 中川 紗綾 「肌着の研究」

/11．新大全国競書大会 /準特選 宮村 真歩

/11．県競書大会 / 金賞 小川 紗季

/11．県読書感想文コンクール /優良賞 高橋菜々美

長浜 朱音

/11．新発田市緑・花振興協会主催「花壇コンクール」優秀賞

/11．県ジュニア美術展 デザイン部門 優秀賞 波多野 史佳

奨励賞 渡邉 留未

南須原 哉汰
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/11．新潟県ＪＡ共催 小・中学生交通安全ポスターコンクール

ＪＡ共済連新潟県本部長賞 金賞 １年 日水 里佳子

/12．県アンサンブルコンテスト 木管８重奏 金賞

/12．県アンサンブルコンテスト 金環８重奏 金賞

/１．県書き初め大会 金賞 福田 咲穂

/１．新大全国書初大会 特選 宮村 真歩

/２．県児童生徒絵画・版画コンクール

村山賞（最優秀賞） 長谷川 葵

２．第13回「特色ある教育実践校・園」教育実践論文 優良賞

自分と地域・社会をつなぐキャリア教育の推進

～地域の教育力を生かした取組を通して～

平２６． ４．初任者研修学習指導研修協力校指定

７．県総体陸上 砲丸投出場 橋本 大己

男子４種競技出場 齋藤 直輝

男子400ｍR出場 土田・笹川・齋藤・佐藤

走高跳出場 釼持 ひろ

女子バスケットボール 出場

卓球 男子団体 優勝

男子個人 準優勝 清野 晃大

３位 堀 千馬

柔道 女子団体出場

男子個人 73kg級出場 坂井 子竜

女子個人 57kg級出場 武石 夏

水泳 自由形 50m出場 伊藤 武、星野 叶馬

自由形100m出場 伊藤 武、星野 叶馬

８. 北信越卓球 男子団体出場

男子個人出場 小唄 周平

３位 堀 千馬

５位 清野 晃大

８. 全日本中学卓球 男子個人出場 清野 晃大、堀 千馬

８．県吹奏楽コンクール 金賞

９．西関東吹奏楽コンクール 銀賞

９．ＷＲＯ全国ロボットコンクール出場 齋藤 秀之

/11．国税庁等主催「中学生の税についての作文」

関東信越国税局賞 長浜 朱音

/11．県児童生徒科学研究発表会

物理・科学の部 優秀賞 星野 叶馬

「小さな穴からのぞくと遠くが見えるようになるのはなぜか」

/11．県読書感想文コンクール /佳作 齋藤 環

/11．新発田市緑・花振興協会主催「花壇コンクール」優秀賞

/11．新潟県ＪＡ共催 小・中学生交通安全ポスターコンクール
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県知事賞 日水 里佳子

/12．県アンサンブルコンテスト 木管８重奏 金賞

/12．県アンサンブルコンテスト 金菅８重奏 銀賞

/12．県読書感想画コンクール 最優秀賞 大熊 柚衣

/12．世界空道ジュニア選手権大会 U-16女子 優勝 武石 夏

/１．新大全国書初大会 特選 宮村 真歩 宮村 彩葉

平２７． ４．初任者研修学習指導研修協力校指定

７．県総体陸上 男子200m出場 土田 真生

男子三段跳出場 福井 祐哉

男子400ｍR出場 高橋・土田・長岡・坂上

女子走高跳 ５位 釼持 ひろ

女子走幅跳出場 日水 里佳子

女子400mR出場 佐藤・日水・釼持・齋藤

女子バスケットボール 出場

卓球 男子団体 ２位

男子個人 ２位 堀 千馬

３位 清野 晃大

５位 小唄 周平

柔道 女子団体出場

男子個人 66kg級 ５位 伊藤 颯人

女子個人 48kg級 ５位 小林 真紀

52kg級 ４位 武石 夏

水泳 自由形 50m出場 星野 叶馬 田代 龍太郎

自由形100m出場 星野 叶馬

平泳ぎ100m出場 田代 龍太郎

８. 北信越卓球 男子団体 ２位

男子個人 １位 堀 千馬

３位 清野 晃大

４位 小唄 周平

８. 全日本中学卓球 男子団体出場 ベスト８

男子個人 ベスト３２ 小唄 周平

堀 千馬

男子個人出場 清野 晃大

/11．国税庁等主催「中学生の税についての作文」

新発田市租税教育推進協議会会長賞 稲岡 倫子

/11．県児童生徒科学研究発表会

生物・地学の部 東北電力賞 星野 叶馬

「ポップコーンのはじけ方の規則性」

/11．県読書感想文コンクール /佳作 齋藤 環 渡邉 紗奈

星野 叶馬 小田 大地

/11．新潟県ＪＡ共催 小・中学生交通安全ポスターコンクール
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県警本部長・ＪＡ県本部長賞 日水 里佳子

12．県アンサンブルコンテスト 木管８重奏 銀賞

/12．県アンサンブルコンテスト 金菅８重奏 銀賞

１．新大全国書初大会 秀作 佐藤 真帆 佳作 五十嵐万代

１．新潟県書初大会 金賞 渡部 茉衣 銅賞 滝澤寿太郎

平２８． ４．初任者研修学習指導研修協力校指定

７．県総体陸上 男子100m出場 長岡 岳斗・齋 舜介

男子200m出場 齋 舜介

男子走幅跳出場 福井 祐哉

男子三段跳出場 福井 祐哉

男子400m出場 山口 優貴

男子800m出場 山口 優貴

男子1500m出場 河内 光硫

男子400mR出場 福井・山口・藤吉・齋

女子走幅跳出場 佐藤 星空･小沼 友香

卓球 男子個人 ２位 堀 千馬

柔道 女子団体出場

男子個人 50kg級 ５位 萱森 玄彌

50kg級出場 丹 秀友

90kg級出場 本間 圭人

女子個人 40kg級 ５位 本間 夢

63kg級 ３位 久保田 風香

水泳 自由形 50m出場 星野 叶馬

自由形100m出場 星野 叶馬・石橋 蒼直

８. 北信越卓球 男子個人 ９位 /堀 千馬

柔道 女子個人 63kg級出場 久保田 風香

８. 全日本中学卓球 男子個人 ベスト１６ 清野 晃大

ベスト３２ 堀 千馬

10．国税庁等主催「中学生の税についての作文」

新発田市納税貯蓄組合連合会長賞 佐藤 星空

11．新潟県競書大会 金賞 近 彩寧

/11．新潟県競書大会銀賞 ・銀賞 滝澤 寿太郎・小柳 瑞生

11. I love 阿賀北 ビジネスコンテスト

１位 森塚 あかり・須貝 姫羽

２位 水本 大介

12．県読書感想文コンクール 優秀賞 大浦 麻鈴

112．県アンサンブルコンテスト 木管８重奏 金賞

/12．県アンサンブルコンテスト 金菅８重奏 金賞

１．新大全国書初大会 秀作 髙木 聖弥 佳作 小柳 瑞生

１ ･１．新潟県書初大会 .金賞 小柳 瑞生・ 髙木 聖弥

平２９．４．十七代校長 佐藤 政志 先生着任

４．初任者研修学習指導研修協力校指定
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７．県総体陸上 男子100m ６位1 齋 舜介

男子200m ２位1 齋 舜介

男子走幅跳出場 笹川 英仁
男子三段跳出場 笹川 英仁

男子走高跳出場 中村 優
男子400mR出場 笹川・齋 ・赤澤・中村
女子走高跳出場 小沼 友香

女子バスケットボール出場
サッカー出場
柔道 男子団体出場

女子団体出場

男子個人55kg級出場 伊藤 聡士
60kg級出場 浅見 蓮太
66kg級出場 三村 佳弘
90kg級４位 渡邉 大地

女子個人44kg級出場 本間 夢
女子個人 48kg級出場 渡部 胡春
水泳 100m自由形出場 石橋 蒼直

50m自由形出場 石橋 蒼直

19．第67回社会を明るくする運動作文コンテスト

特別賞（新潟県BBS連盟会長賞) 長浜 百音

10．国税庁等主催「中学生の税についての作文」

新発田地区納税貯蓄組合連合会長賞 藤田 怜奈

10．中学生人権作文新潟県大会 優良賞 五十嵐 万代

11．新潟県「歯・口の健康啓発標語コンクール」

最優秀賞 川村 日奈子

112．県アンサンブルコンテスト 木管８重奏 金賞

112．県アンサンブルコンテスト 金菅８重奏 銀賞

1 １．新大全国書初大会 秀作 髙木 聖弥 佳作 本間 音羽

1 １．新潟県書初大会 .銀賞 小柳 瑞生・ 髙木 聖弥・本間 音羽

平３０． ７．県総体陸上 男子100m出場 1 赤澤 直樹

平３０． ７．県総体陸上 男子200m出場８位 赤澤 直樹

平３０． ７．県総体陸上 男子400m出場 市島 誠太
平３０． ７．県総体陸上 男子110mh出場 阿部 俊弥

平３０． ７．県総体陸上 男子400mR出場 11市島･水本･長谷川･赤澤
平３０． ７．県総体陸上 女子砲丸投32位 文屋 彩乃

平３０． ７．県総体陸上 女子走幅跳36位 髙山 結良

1欠場 近 愛華

女子バスケットボール ベスト８
柔道 女子団体出場

女子個人48kg級５位 本間 夢
水泳 100m自由形出場 石橋 蒼直

50m自由形出場 石橋 蒼直

10．国税庁等主催「中学生の税についての作文」

新発田地区納税貯蓄組合連合会長賞 林 愛澄香

10．第49回ジュニアオリンピック陸上ABC男子共通4×100m選手

４位 長谷川 輝
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11．新大全国競書大会 ＮＳＴ賞 樋口 空夏

11．新潟県競書大会 準特選 髙木 聖弥

1/11．県ジュニア美術展 絵画部門 特賞 長谷川 元希

112．県アンサンブルコンテスト木管８重奏 金賞

112．県アンサンブルコンテスト金菅８重奏 金賞

12．第43回ｽﾎﾟｰﾂﾁｬﾝﾊﾞﾗ世界選手権

基本動作５～６級の部 優勝 芹野 美徠

１．県中学生１年生柔道体重別大会

男子 50kg級１位 伊藤 雅也

55kg級１位 小林 直生

60kg級２位 富樫 奏

１．第62回全国学芸ｻｲｴﾝｽｺﾝｸｰﾙ 旺文社主催

赤尾好夫記念賞 和田 かな子

１．新大全国書初大会 準特選 樋口 空夏

１ ･１．新潟県書初大会 準特選 樋口 空夏

令和元年． ７．県総体陸上 女子200m ７位 星野 良奈

男子100m出場 長谷川 輝

男子400m出場 浮島 一輝

女子400mR出場 阿部・髙山・星野・近

女子砲丸投げ 18位 文屋 彩乃

女子走幅跳 15位 髙山 結良

女子100mH出場 髙山 結良

女子バスケットボール部出場

卓球女子 団体戦出場

個人戦出場 笠原 柚惟子

柔道 男子団体 ベスト８

男子個人55kg級 ４位 伊藤 雅也

男子個人66kg級 ４位 富樫 奏

男子個人90kg級 ５位 渡邉 大地

女子個人52kg級出場 石井 日向

剣道 男子個人戦ベスト16 金田 哲太郎

バドミントン 男子個人戦ベスト16 折笠 優樹

８．吹奏楽 県大会出場 銀賞

北信越陸上 ２年男子100m ７位 長谷川 輝

少年の主張 県大会 最優秀賞 和田 かな子

10．国税庁等主催「中学生の税についての作文」

新発田地区納税貯蓄組合連合会長賞 五十嵐 穂佳

新発田地区納税貯蓄組合協議会長賞 山口 心佳

中学生人権作文新潟県大会 優秀賞 髙橋 ののか 小田 匠

優良賞 大浦 菜々華

11．第65回青少年読書感想文新潟県コンクール 優秀賞 嵩岡 千咲

柔道 第39回ＢＳＮ杯中学校柔道選手権大会 団体優勝

12．第43回新潟県アンサンブルコンテスト 木管打楽器八重奏 金賞

金管八重奏 銀賞
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新大全国競書大会 朝日新聞新潟総局賞 樋口 空夏

準特選 桐生 菜々子

第69回新潟県競書大会 準特選 船山 大地

柔道 第28回新潟県中学校新人柔道体重別大会

55kg級 １位 伊藤 雅也

60kg級 １位 小林 直生

66kg級 １位 富樫 奏

第41回少年の主張 全国大会 努力賞 和田 かな子

第50回新潟県ジュニア美術展 優秀賞 長谷川 元希

奨励賞 音田 琴美

令和２年 ９.私の主張 新潟県大会出場 田邊 皓晴

10.JOCジュニアオリンピック 全国中学生陸上競技大会

男子200m ２位 長谷川 輝

新発田警察署特殊詐欺被害防止標語 優秀作品

髙橋 温音 熊倉 悠太

新潟県中学生人権作文コンテスト新発田地区大会

最優秀賞 小林 叶芽

優秀賞 二瓶 涼香

新潟県人権作文コンテスト 優秀賞 小林 叶芽

新発田聖籠科学研究発表会 物理・化学の部

奨励賞 大矢 莉久 佐々木 彩音

新発田市中学校読書感想文コンクール

優秀賞 石井 仁菜

奨励賞 林 由佳 四津谷 茉梨 増山 万由

新発田市緑・花振興協会主催 花壇コンクール 優良賞

11. 税についての作文 新発田税務署管内税務団体協議会長賞

澤村 樹

卓球下越新人大会 県大会出場 本田 悠希

第70回新潟県競書大会 準特選 船山 大地 仲川 可恵

金賞 桐生 菜々子 笠原 龍之介

第66回青少年読書感想文コンクール新潟県審査

佳作 石井 仁菜

第51回新潟県ジュニア美術展 優秀賞 嵩岡 七海

奨励賞 森 明日香

12. 第44回新潟県アンサンブルコンテスト 金管八重奏 銀賞

木管八重奏 銀賞


