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報道取材情報（沼津市）                  平成 30年 ７月 31日（火）発表 

名 称 等  中体連 全国・東海大会出場選手たちが市長を表敬訪問します 

実施日時   平成 30年８月２日（木）午前 10時 00分～11 時 00分 

場  所  市役所４階 特別応接室 

担  当    教育委員会 学校教育課   

            直通 055－934－4809     内線 2783 

 

1 内 容 

    中体連県大会において、優勝等入賞されて、全国大会（標準記録突破した選手）及び東海中学校体育大会

に出場する選手たちが、市長を表敬訪問し激励を受けます。 

 

(1)全国大会について 

    第 45回全日本中学校陸上競技選手権大会 8/18～21 岡山県岡山市  岡山総合グラウンド 陸上競技場 

             シティライトスタジアム 

  第 49回全日本中学校柔道選手権大会    8/17～20 広島県東広島市 広島県立総合体育館 

 

  ※ 女子バスケットボールは東海大会で上位３チームが全国大会へ出場 

※ 新体操は東海大会で上位４チームが全国大会へ出場 

  

(2)全国大会出場者(学校、学年、氏名、種目、全国大会出場の条件、記録) 

  陸上競技 

  ○沼津市立第三中学校 ３年 佐竹 結月（さたけ ゆづき） 

   ・男子共通 400m  全国標準記録突破 記録 50’36 県大会優勝 

○沼津市立第五中学校 ３年 小林 美月 （こばやし みつき） 

   ・女子走り高跳び 全国標準記録突破 記録 160cm  県大会優勝 

    

柔 道 

 ○沼津市立沼津高等学校中等部 ３年 原  章博（はら あきひろ） 

  ・男子 60kg 級  県大会優勝 

○沼津市立沼津高等学校中等部 ３年 望月 佑彩（もちづき ゆうあ） 

・女子 52kg 級  県大会優勝 

 ○沼津市立沼津高等学校中等部 ３年 望月 珠樺（もちづき しゅか） 

  ・女子 63kg 級  県大会優勝 

  

(3) 東海大会について 

  第 40回東海中学校総合体育大会 陸上競技選手権大会 8/9 岐阜県岐阜市 

                              岐阜ﾒﾓﾘｱﾙｾﾝﾀｰ長良川競技場 

  第 40回東海中学校総合体育大会 水泳競技選手権大会 8/10 岐阜県岐阜市 

                                   岐阜ﾒﾓﾘｱﾙｾﾝﾀｰ長良川ｽｲﾐﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 

  第 40回東海中学校総合体育大会 柔道選手権大会     8/4～5 岐阜県関市 

                              関市総合体育館 

  第 40回東海中学校総合体育大会 バスケットボール選手権大会8/8～9 岐阜県高山市 

                              飛騨高山ﾋﾞｯｸｱﾘｰﾅ 

  第 40回東海中学校総合体育大会 新体操選手権大会   8/8 岐阜県岐阜市 

                              岐阜ﾒﾓﾘｱﾙｾﾝﾀｰ（で愛ドーム） 
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(4) 東海大会出場者（学校、学年、氏名、種目、東海大会出場の条件、記録） 

陸上競技 

○沼津市立第三中学校 ３年 佐竹 結月（さたけ ゆづき） 

   ・男子共通 400m  全国標準記録突破 記録 50’36 県大会優勝 

  ○沼津市立第三中学校 ３年 増田 琉希（ますだ りゅうき） 

   ・男子共通 400m  記録 52’11   県大会３位 

  ○沼津市立第三中学校 １年 佐藤 優衣（さとう ゆい） 

   ・女子１年 100m  記録 12’87   県大会４位 

○沼津市立第四中学校 ２年 市川 舞衣（いちかわ まい）  

・女子２年100m    記録 12’65   県大会５位 

○沼津市立第五中学校 ３年 小林 美月（こばやし みづき ） 

   ・女子走り高跳び 全国標準記録突破 記録 160cm  県大会優勝 

 ○沼津市立第五中学校 ３年 尾崎 誠哉 （おざき せいや） 

  ・男子共通200m  記録 23’76 県大会４位 

 ○沼津市立金岡中学校 ３年 西山 佳吾（にしやま けいご） 

  ・男子共通200m  記録 23’76 県大会４位 

 ○沼津市立金岡中学校 ３年 久保田 真子（くぼた まこ） 

  ・女子３年100m  記録 12’13  県大会４位 

 ○沼津市立金岡中学校 ３年 久保田 真子（くぼた まこ） ３年 石川 凪紗（いしかわ なぎさ） 

            ３年 大木 涼花（おおき りょうか）２年 丹澤 来羽（たんざわ らいは） 

  ・女子共通４×100m リレー 記録 49’22  県大会２位  

 ○沼津市立大岡中学校 ３年 小林 七菜（こばやし なな） 

  ・女子共通200m 記録 25’9  県大会４位 

 ○沼津市立大岡中学校 ２年 杉浦 百咲（すぎうら ひさき） ２年古川 莉彩（ふるかわ りさ） 

            １年 望月 彩花（もちづき あやか） １年小林 俐緒（こばやし りお） 

  ・低学年リレー ４×100m  記録 52’37  県大会３位 

○沼津市立浮島中学校 ２年 植松 沙央（うえまつ さお）２年 井出 咲来（いで さくら） 

１年土屋果蓮（つちやかれん）１年長澤 のどか（ながさわのどか）１年水口 琥ハル（みずぐちこはる） 

・低学年リレー ４×100m 記録 52’66  県大会６位 

 

水泳競技 

 ○沼津市立第五中学校 ３年 堰澤 咲弥（せきざわ さくや） 

  ・男子 50m自由形  記録 26’11  県大会６位 

 ○沼津市立大岡中学校 ３年 井上 稜麻（いのうえ りょうま） 

  ・男子 200m 平泳ぎ  記録 ２分 31’89  県大会５位 

 ○沼津市立愛鷹中学校 ３年 戸谷 綾乃（とたに あやの） 

  ・女子 800m 自由形  記録 ９分 39’55  県大会７位 

 ○沼津市立愛鷹中学校 １年 鈴木 月渚（すずき るな） 

  ・女子 50m自由形  記録 27’45  県大会３位 

 

柔 道 

 ○沼津市立沼津高等学校中等部 ３年 原  章博（はら あきひろ） 

  ・男子 60kg 級  県大会優勝 

○沼津市立沼津高等学校中等部 ３年 望月 佑彩（もちづき ゆうあ） 

・女子 52kg 級  県大会優勝 

 ○沼津市立沼津高等学校中等部 ３年 望月 珠樺（もちづき しゅか） 

  ・女子 63kg 級  県大会優勝 

 ○沼津市立沼津高等学校中等部 ３年 秦  魁都（はた かいと） 

  ・男子 50kg 級  県大会３位 



 3 / 3 

 

 

 

 ○沼津市立沼津高等学校中等部 ３年 菅沼  りさ（すがぬま りさ）３年望月 佑彩（もちづきゆうあ） 

  ３年望月 珠樺（もちづき しゅか）２年辻本 栞穂（つじもとりほ）２年外岡 叶芽（とのおかかなめ） 

  ・女子団体    県大会２位 

 

女子バスケットボール 

  ○沼津市立沼津高等学校中等部 登録メンバー 15人 

・県大会 優勝    ※上位３チームが全国大会へ出場 

   

 新体操 

  ○沼津市立沼津高等学校中等部 登録メンバー ６人 

   ・県大会団体 ２位  ※上位４チームが全国大会へ出場 

 

 

(5)訪問者  選手および顧問 

 

(6)内容 

   ① 部活動の紹介 

    ア これまでの主な戦績、部員紹介（顧問） 

    イ 東海・全国大会に出場する抱負（生徒） 

   ② 市長、教育長より①のイを受けての言葉  

 

2 特 徴  

  どの種目も近年、激戦となっており、東海大会及び全国大会出場は狭き門ですが、市内中学生は大いに健

闘しています。 

  全国大会を決めた生徒と、これから東海大会を勝ち抜き全国大会を目指す生徒達より、大会に

向けて決意表明や抱負を伺います。また、市長や教育長から激励のお言葉をいただき、東海・全

国大会に向けて、士気を高めるための会です。 

 

3 その他 

  台風 12号の影響で、剣道個人戦及びソフトボールの大会が延期となり、本日７月31日（火）に大会が開

催されます。そのため、結果によっては東海大会出場者が増える可能性があります。 


