【附属駒場中・高等学校】（９～10月）
茂木

隆伸

第９回国際地学オリンピック日本代表

銅メダル

（第１１回全国物理ｺﾝﾃｽﾄ「物理ﾁｬﾚﾝｼﾞ」
・小泉淳之介 金賞
・福澤 昂汰 金賞＆筑波大学 江崎玲於奈賞
・早坂 有生 銀賞
・秋元 壮颯 銀賞
（私たちの身のまわりの環境地図作品展）
・原田 丈司 国土交通省国土地理院長賞
・水木優之介 IGU-CGE議長賞
・川端
輝 国土地理協会会長賞
・杉井 秀伍 地理教育研究会理事長賞
・大野 浩輝 北海道教育大学長賞
・加納 孝祐 北海道教育大学長賞
・中学駒場棋院 東京都中学校囲碁大会Aｸﾗｽ準優勝（吉川元弥）
・中学水泳部
第63回東京都中学校学年別水泳大会1年男子50m平泳ぎ第５位（羽賀遼太郎）
・高校ハンドボール部
第25回東京都公立高校ハンドボール大会 優秀選手賞（芦刈太一）
・高校水泳部
東京都高等学校新人水泳競技大会男子400m自由形第１位（深石雄飛）
・高校演劇部
第38回東京都高等学校文化祭演劇部門中央大会兼第69回東京都中央発表会
全国高等学校演劇協議会会長賞/審査員特別賞/東京都教育委員会賞→関東大会へ
・高校パソコン研究会＋数学科学研究会
第13回高等学校パソコンコンクール(パソコン甲子園2015）
第１位：チーム『Direct(ちょく)』増田隆弘、原季史
第７位＋新人賞：チーム『Large(だい）』川﨑理玖、河原井啓

【附属大塚特別支援学校】（９～10月）
（「第59回東京都特別支援学校・特別支援学級設置学校総合体育大会」陸上大会）
・鈴木 日陽(中学部１年) 男子100m走 第６位
・市ノ瀬 希(中学部１年) 女子100m走 第１位
・佐久間薫乃(中学部１年) 女子100m走 第２位
・福岡 瑶季(中学部１年) 女子100m走 第３位
・石井
堅(中学部２年) 男子50m走 第１位
・木村 光佑(中学部２年) 男子100m走 第４位
・清水 都子(中学部２年) 女子100m走 第２位
・江口 量子(中学部２年) 女子100m走 第３位
・吉沢 美範(中学部３年) 女子50m走 第１位
・佐久間麻矢(中学部３年) 女子100m走 第１位(大会新記録)
・手嶋まみ香(中学部３年) 女子200m走 第１位
・男子400mリレー第１位 木村光佑、外林翔、稲垣温人、森下翔太
・女子400mリレー第１位 市ノ瀬希、清水郁子、手嶋まみ香、佐久間麻矢

【附属小学校】（９～10月）
・瀧川愛那（６年）「海とさかな自由研究コンクール」水産総合研究センター長賞

【附属桐が丘特別支援学校】（９～10月）
（第65回はたらく消防の写生会）
・隈元康希（小６） 優秀賞
・森田瑠美（小５） 入選
・吉川琴美(高１)国際ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ委員会(IPC)陸上ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ・ﾌｧｲﾅﾙ(ﾛﾝﾄﾞﾝ) 女子400m(T37)第７位
・小泉健心(小２)第３回東京都交通安全ﾎﾟｽﾀｰｺﾝｸｰﾙ (平成28年春の全国交通安全運動部門）審査委員長賞
（第15回全国障害者スポーツ大会・紀の国わかやま大会（陸上競技））
・横田侑樹（高２） 50m３位、ソフトボール投３位
・高林謙伸（高２） 50m４位、ビーンバック投４位
・八尾陽夏（高３） 100m２位、走幅跳１位
（第34回肢体不自由児・者の美術展/ﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真展）
・中村愛良（小４） 部門：書
NHK厚生文化事業団賞（特別賞）
・加藤 祐（小３） 部門：書
優秀賞
・髙橋洋佑（小２） 部門：書
努力賞
・大江佑実（高１） 部門：写真 銅賞
■発行元：筑波大学附属学校教育局
URL : http://www.gakko.otsuka.tsukuba.ac.jp/
TEL : 03-3942-6800

(上左)「第59回東京都特別支援学校・特別支援学級設置学校総合体育大会」陸上大会に参加する附属大塚特別支
援学校の生徒たち
働く消防写生会で優秀賞（消防総監賞）を受賞した附属大塚特別支援学校生徒の作品
（上）鈴木庄之助（小学部２年） （下）佐久間麻矢（中学部３年）

【附属学校群】（９月）
つくばグローバルサイエンスウィーク（TGSW)参加
「オリンピック・パラリンピックムーブメントへの参画」セッションにおける発表
題目 “What can we do for the 2016/2020 Olympics and Paralympics?”
・桑島
祥（附属坂戸高等学校）
・山田
翔登（附属視覚特別支援学校）
・迫田
拳（附属桐が丘特別支援学校）
・太田 虎之介（茗渓学園高等学校）
・多和田 萌花（土浦第一高等学校）
・Bruna Lie Misutani（from Brasil）
・Mario de Godoy Moreira（from Brasil）

【附属視覚特別支援学校】（９～10月）
・関東地区盲学校高等部フロアバレーボール大会優勝
・関東地区盲学校中学部フロアバレーボール大会２位
・ｺﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ日本選手権女子予選３位→日本選手権出場へ
（ジャパンパラリンピック水泳大会）
・小野智華子 S11ｸﾗｽ 400m自由形１位(大会新)、100m背泳ぎ１位、50m自由形３位
・窪野 一輝 S12ｸﾗｽ 100mバタフライ２位、50m自由形２位
・長野 凌生 S13ｸﾗｽ 50m自由形２位
（ジャパンパラリンピック陸上競技大会）
・松下 佳生 走幅跳１位
・松岡 琴乃 第84回全国盲学校弁論大会全国大会３位入賞
・山田 翔登 筑波ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｲｴﾝｽｳｨｰｸ企画ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑでのｽﾋﾟｰﾁ
（第15回全国障害者スポーツ大会）
・坂田 優咲 50m走優勝（大会新）、走幅跳優勝
（第32回日本身体障がい者水泳選手権大会）
・長野 陵生 100m背泳ぎ２位（大会新）、100m自由形１位
・小野智華子 100m背泳ぎ１位、100m自由形１位
・遠藤 珠美 50m平泳ぎ１位、100m平泳ぎ２位
・窪野 一輝 50m平泳ぎ３位、200m個人メドレー２位
・男子200mフリーリレー３位、男子200mメドレーリレー３位
（2015IBSAアジア・パシフィック選手権大会）
・女子ゴールボール優勝→ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ出場権獲得（全日本メンバー 安室早姫）
・男子ゴールボール４位（全日本メンバー 川嶋悠太）
（関東地区盲学校陸上競技大会）
・第１位 １２名（１９種目）、第２位 ７名（８種目）、第３位 １名（１種目）
（第５５回ヘレンケラー記念音楽コンクール）
・志岐 竜哉 ヘレンケラー賞、ピアノ４部1位
・相原
晴 ピアノ１部３位
・古田土明弥 ピアノ２部２位
・池内 風香 弦楽器の部２位
・坂田 優咲 その他の楽器の部１位（ホルン演奏）
・川嶋 健太 その他の楽器の部奨励賞（三味線演奏）
・中畑 友里 独唱２部１位
・鈴木 萌依 独唱２部２位
・林 真由美 独唱２部奨励賞
・村田 明由 独唱２部奨励賞

【附属聴覚特別支援学校】（９～10月）
・関東地区聾学校中学部野球大会 第３位
・関東地区聾学校中学部卓球大会 女子団体準優勝、女子個人戦第３位（中学部３年女子）
・小学部３年女子 京葉ガス絵画コンクール 準佳作
・小学部４年男子 京葉ガス絵画コンクール 敢闘賞
・小学部２年女子 全国小中学生俳句大会入選
・中学部３年女子 「心の輪を広げる体験作文ｺﾝｸｰﾙ」(内閣府主催)千葉県知事最優秀賞(全国大会２位）
・中学部３年女子 「心の輪を広げる体験作文ｺﾝｸｰﾙ」(内閣府主催)千葉県知事優秀賞
・中学部１年男子 「人権作文ｺﾝｸｰﾙ」(市川市人権擁護委員協議会主催)最優秀賞
・中学部１年女子 「人権作文ｺﾝｸｰﾙ」(市川市人権擁護委員協議会主催)入賞
・中学部１年女子 市川市陸上競技選手権大会 中学校女子の部1500m走 第２位
・中学部２年男子 「全日本学生・ｼﾞｭﾆｱ短歌大会」(日本歌人ｸﾗﾌﾞ主催)小・中学生の部 優良賞
・中学部３年男子 「全日本学生・ｼﾞｭﾆｱ短歌大会」(日本歌人ｸﾗﾌﾞ主催)小・中学生の部 奨励賞
・中学部３年男子 市川市読書感想文ｺﾝｸｰﾙ 中学校（課題の部）優良賞
・中学部３年女子 市川市読書感想文kﾝｸｰﾙ 中学校（自由の部）優良賞
・中学部１年女子 市川市浦安市支部中学校駅伝大会 女子２区優勝
・中学部１年女子 ユネスコ絵画展 審査員特別賞
・中学部１年女子、１年男子、３年女子 ユネスコ絵画展 入選
・中学部２年男子 市川市交通安全ポスター 努力賞
・中学部２年男子 全国硬筆コンクール特別教育奨励賞
・中学部２年女子 全国硬筆コンクール優秀特選
・中学部１年女子、１年女子、1年男子 全国硬筆コンクール特選
・中学部２年男子、２年男子、３年女子 全国硬筆コンクール金賞
・中学部２年男子(4人ｸﾞﾙｰﾌﾟ) ｵﾚﾝｼﾞﾍﾟｰｼﾞ＆味の素主催「ｼﾞｭﾆｱ料理選手権」特別賞(UMAMI賞)
・高等部普通科３年男子 「税に関する高校生の作文」(国税庁主催) 東京国税庁長官賞
・高等部普通科１年男子 全国聾学校絵画コンクール優秀賞
・高等部普通科１年女子 全国聾学校絵画コンクール佳作
・高等部専攻科（造形）２年男子 千葉県展 洋画の部入選

【附属中学校】（９～10月）
・大谷深那津(１年) 文京区薬物乱用防止標語 佳作
・国沢 琉(２年)、大矢一稀(２年) 東京駅伝男子候補選手
・守山日向(２年)、須藤美季(２年) 東京駅伝女子候補選手
・浅見茉里奈(２年) 新宿区夏目漱石コンクール(読書感想文)朝日新聞社賞
・關 光希(１年） 新宿区夏目漱石コンクール(読書感想文)佳作
（独立行政法人情報処理推進機構「ひろげよう情報ﾓﾗﾙ・ｾｷｭﾘﾃｨｰｺﾝｸｰﾙ」2015)
・大内昌啓(１年) ４ｺﾏ漫画部門 優秀賞(ﾓﾊﾞｲﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ推進ｺﾝｿｰｼｱﾑ)
・加藤由希子(１年) 標語部門 優秀賞(株式会社シマンテック)
・佐伯桜華(２年) 標語部門 優秀賞(株式会社ディー・エヌ・エー)

【附属高等学校】（9～10月）
・２年 鈴木 光 スタンフォードeジャパンプログラム優秀賞
・３年 石井茉宏 第70回国民体育大会競泳東京都代表 少年共通400m自由形5位
・２年 杉村虎祐 第８回ｱｼﾞｱﾛｰﾌﾟｽｷｯﾋﾟﾝｸﾞ選手権 銅ﾒﾀﾞﾙ(男子個人3分ｽﾋﾟｰﾄﾞ)
・１年 廣田裕美 第67回東京都高校新人陸上競技対校選手権 5000W第３位→関東選抜大会に出場
・ボート部 関東大会 男子舵付きクオドブル３位、女子ダブルスカル１位・２位

【附属坂戸高等学校】（９～10月）
・梶原悠未（自転車競技部）

世界ｼﾞｭﾆｱﾛｰﾄﾞ選手権大会（米国ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞ）
ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ個人TT15km第11位（日本人歴代最高成績）
ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ64.8km第４位（日本人歴代最高成績）
ジャパンカップ2015女子 優勝

