
平成 30年度 部活動・特別活動等の記録
足立区立第九中学校

１ 運動系部活動

春季大会

野 球 区大会優勝 都大会ベスト８

サッカー 区大会出場 総体予選リーグ出場

陸上競技 地域別大会・都大会出場 １年女子 800ｍ５位相当 共通男子走高跳第５位

男子バスケ ブロック大会優勝 都大会ベスト８

女子バスケ ブロック大会ベスト８

男子バレー 区大会優勝 ブロック大会準優勝 都大会第９位

女子バレー 区大会第５位 ブロック大会準優勝 都大会出場

バドミントン 区大会個人戦シングルス３回戦・ダブルス３回戦

夏季大会

野 球 区大会優勝 都大会ベスト 16 シード権大会優勝

サッカー シード権大会出場

陸上競技 都大会共通男子走高跳、１年女子 800ｍ出場
全日本通信陸上東京都大会共通男子走高跳、１年女子 800ｍ出場

男子バスケ 区大会優勝 都大会ベスト 16
女子バスケ 区大会ベスト８

男子バレー 区大会優勝 ブロック大会準優勝 都大会ベスト 16
女子バレー 区大会準優勝 ブロック大会準優勝 都大会出場

バドミントン 区大会団体戦２回戦、個人戦シングルス３回戦・ダブルス第５位

ダブルスブロック大会出場 区研修大会ダブルス第３位

新人・秋季大会

野 球 区大会第３位

サッカー 区大会出場

陸上競技 区大会（足立ジュニア）２・３年男子 200ｍ第１位 １年女子 100ｍＨ第３位
２・３年男子 1500ｍ第２位 １・２年男子砲丸投第３位

男子バスケ 区大会第２位 都大会ベスト 16
女子バスケ 区大会第２位 都大会ベスト 32
男子バレー 区大会第３位 ブロック大会出場 都大会出場

女子バレー 区大会優勝 ブロック大会準優勝 都大会出場

バドミントン ダブルスブロック大会出場 団体ブロック大会２回戦進出

■ 区連合陸上大会

男子 ２年男子 100ｍ第５位 ２年４× 100ｍＲ第４位 ３年走高跳第４位

１・２年砲丸投第８位 ３年砲丸投第８位

女子 １年女子４× 100ｍＲ第７位 ３年砲丸投第７位

■ 柔道部（学校の部活動ではなく、中体連の大会に出場しました）

足立区春季柔道大会 ３年男子準優勝

東京都中学校体重別柔道選手権大会 第５ブロック大会 55kg級 ３年男子準優勝

足立区連合柔道大会 ３年男子第３位

足立区民柔道大会 ３年男子準優勝

東京都中学校体重別柔道選手権大会 55kg級 ３年男子２回戦



２ 文化系部活動

銀座柳まつり「ゴールデンパレード 2018」出演 新入生歓迎コンサート開催

区吹奏楽部初心者講習会参加 高輪ウィンドフェスティバル金賞

都中学校吹奏楽コンクール A部門銀賞
第 24回日本管楽合奏コンテスト中学校Ａ部門予選審査会優秀賞 文化祭出演

くらしフェスタ消費生活展出演

吹奏楽 足立区立第十一中学校ジョイントコンサートスペシャルバンド友情出演

足立区連合音楽会出演 シエナ deアン・コン！～アンサンブルレッスン～受講
キラリン主催ハートフルコンサート出演 クリスマスコンサート 2018開催
シエナ deアン・コン！～アンサンブルコンテスト参加賞（第５位）
足立区ソロ＆アンサンブル発表会出演

東京都中学校アンサンブルコンテスト銀賞 平成 30年度定期演奏会（開催予定）
美 術 文化祭作品発表

家 庭 調理・手芸作品作製 文化祭作品発表

女性フェスティバル（Ｌソフィア）参加

茶 道 講師早田先生 文化祭お茶会お手前発表 区学校茶道発表会参加

華 道 講師杉本先生 文化祭いけ花作品発表（華道展）

科 学 東京大学地震研究所公開講座、つくばサイエンスツアー等の校外学習実施

文化祭作品展示、舞台発表

英 語 正則学園高校スピーチコンテスト優秀賞 文化祭 English Speech舞台発表
囲碁・将棋 部員同士の対戦を通して、腕を磨いています。

読 書 文化祭作品発表

３ 生徒会及び社会貢献活動

・６／２（土）地域美化活動（クリーンアップ作戦）

・７／ 14（土）足立区立中学校 PTA連合会設立 70周年イベント「子ども議会」参加
・中学生による小学生への学習支援

梅島小学校 ７／ 23（月）～ 27（金）、30（月）、31（火）、８／ 28（火）～ 30（木）
梅島第二小学校 ７／ 23（月）～ 27（金）、30（月）、31（火）、８／ 29（水）～ 31（金）
亀田小学校 ７／ 23（月）～ 27（金）、30（月）、31（火）、８／ 30（木）、31（金）

・９／ 23（日）足立区内消防団合同点検参加

４ 検定 ※英検の第２回、漢検の第２回はトライスクール（土曜事業）と連携

英検 漢検 数検

第１回 第２回 計 第１回 第２回 計 第１回 第２回 計

６／１ 10／５ ６／ 15 10／ 19 ７／７ 11／ 10
２級 ２ ２

準２級 １ １ ２ ２ ３ ５ １ １

３級 １２ １６ ２８ １４ １９ ３３ ３ ８ １１

４級 １６ １０ ２６ １０ ３ １３ １ １

５級 ２ ８ １０ １０ ２ １２ １ ２ ３

６級 １ １

合格者数 合計 ６６ 合計 ６５ 合計 １７

５ 教科等

・ 区人権ポスターコンクール 銀賞１名 銅賞１名 佳作１名

・ 区「地球にやさしいひとのまち」ポスターコンクール 銅賞２名 入選２名

・ 一茶まつり全国小中学生俳句大会 秀逸３名 入選４名

・ 税についての作文 西新井納税貯蓄組合連合会 優秀賞２名 優良賞１名

・ 連合書き初め席書大会 金賞２名 銀賞１名 銅賞１名

６ ＰＴＡ

・ 文化祭出品 教養委員会「ハーバリウム」

・ ビーチバレーボール 西新井南ブロック大会第２位

・ バレーボール 西新井南ブロック大会優勝 ブロック対抗バレーボール大会出場


