【附属視覚特別支援学校】（８～１０月）
【ジャパンパラゴールボール大会】
日本チーム優勝（四カ国参加）
鍼灸科3年：安室早姫、卒業生：若杉 遥、天摩由貴
【ジャパンパラ陸上競技大会】
・高等部1年 神谷步未 800m
第3位
・高等部2年 鈴木海人 走幅跳 第3位
・高等部3年 立木勇弥 800m
第1位（自己新記録）、1500m 第1位
【関東地区盲学校卓球大会】
・中学部1年 吉光 駿 第2位
・中学部3年 大木良介 第3位
【日本ゴールボール選手権大会女子予選大会】
チーム附属優勝
鍼灸科2年：田渕あづき、鍼灸科3年：安室早姫、卒業生：天摩由貴、高田朋枝
【関東地区盲学校バレーボール大会 中学部】
本校が5チームによるトーナメント戦を制し、大会2連覇を達成

【附属聴覚特別支援学校】（８～１０月）
・小学部
市川市小学校水泳大会
市川市児童生徒科学展
筑波大学夏季省エネ・節電標語
全国聾学校絵画展
全国聾学校作文コンクール
市川市消防局火災予防絵画展
・中学部
中学校総合体育大会
中学生の主張千葉県大会
・高等部
関東地区聾学校卓球大会
全国聾学校陸上競技大会
関東地区バレーボール大会
千葉デザイン展2017
全国聾学校作文コンクール

男子100m平泳ぎ 第2位（6年男子）
佳作（2年男子）
最優秀賞（5年女子）
佳作（2年男子）
金賞・聴覚障害者教育福祉協会会長賞（4年男子）
最優秀賞 （3年男子）、敢闘賞（2年男子、3年女子）
努力賞（1年男子、4年女子・男子、6年男子3名）
女子800ｍ 第3位（3年女子）
優秀賞（3年女子）

⇒

県大会出場

男子団体 第3位
男子総合 第3位、女子総合 第3位
準優勝
千葉県教育委員会 教育長賞（3年女子）、入選（3年女子3名）
金賞・全国聾学校長会会長賞（1年女子）
銀賞（1年女子）、銅賞（3年女子）
高校生国際美術展
佳作（3年女子）
全国聾学校絵画展
佳作（2年男子）
高校生福祉文化賞エッセイコンテスト第1部門 審査員特別賞
・専攻科
【千葉デザイン展2017】
千葉デザイン協会会長賞（1年女子）、NHK千葉放送局局長賞（2年男子）
千葉デザイン協会奨励賞（2年女子）、サンケイリビング新聞社賞（1年女子）、入選（2年男子）

【附属大塚特別支援学校】（８～１０月）
・高等部3年 岡谷直樹 日本語ワープロ１級 検定委員長賞

【附属桐が丘特別支援学校】（８～１０月）
【世界パラ陸上競技ジュニア選手権大会】
・高等部3年 川琴美 T37クラス 200m 第3位（日本新記録）
【第67回はたらく消防写生会・ポスターの部】
・小学部5年 林屋実希 優秀賞
・小学部6年 大越 匠 入選
【2017韓日交流作文コンテスト（駐日韓国大使館韓国文化院、東京韓国教育院主催）】
・高等部2年 松浦歩美 優秀賞（日本語エッセイ部門）
【第1回CACカップ学生ボッチャ交流戦】
・ポローニアチームB（中学部2年：齊藤美羽、川島憲吾、中学部1年：瀬嵐真秀） 第3位
【筑波大学夏季省エネ・節電標語】
・優秀賞 小学部２年：吉田喜咲

（左上）附属小学校
（左下）附属高等学校
（右上）附属桐が丘特別支援学校
（右下）附属坂戸高等学校

清里合宿
蓼科生活
CACカップ学生ボッチャ交流戦 第3位
総合地球科学入門

■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

【附属小学校】（８～１０月）
【筑波大学夏季省エネ・節電標語】
・最優秀賞
坂井佑基（5年）
・優秀賞
土山夏菜（2年）、久村実央（3年）、 富田麻椰（4年）

【附属中学校】（８～１０月）
・男子籠球部
・3年男子

・3年女子
・3年女子
・2年男子
・2年男子
・2年女子
・2年女子

東京都国立大学附属バスケットボール大会 準優勝
第57回全国中学校水泳競技大会
100m自由形 第12位、200m自由形 第10位
第40回JOCジュニアオリンピック大会
100ｍ自由形 第5位、400ｍメドレーリレー 優勝
第3回東京都ジュニアゴルフ選手権
優勝
全国中学生ラグビーフットボール大会 出場
第38回関東中学校水泳競技大会 100m平泳ぎ 第3位、200m平泳ぎ 優勝
第40回JOCジュニアオリンピック大会 400ｍメドレーリレー 第4位
第28回伊藤園新俳句大賞
第43回東京都中学校第4ブロック新人テニス選手権大会
女子シングルス 第5位
第28回伊藤園新俳句大賞

【附属高等学校】（８～１０月）
・3年

安東勇人

ラグビー合同チーム 関東代表選手
第13回全国高等学校合同チーム ラグビーフットボ－ル大会 優勝
・2年 齋藤大地 関東高等学校選抜競漕大会都予選 シングルスカル優勝 ⇒ 関東選抜進出
・2年 岡島珠実 関東高等学校選抜競漕大会都予選 シングルスカル優勝 ⇒ 関東選抜進出
・2年 小山誠也 弓道 東京都個人選手権 第20位（エントリー666名）
・2年 治田桜空 弓道 東京都個人選手権 第20位（エントリー794名）
・1年 髙橋 創 東京都高等学校新人陸上選手権大会 男子800m 第2位 ⇒ 関東大会進出
・1、2年男子陸上部
同大会 4×400mリレー 第7位
・2年 秦 百合子 ライオンスペシャル第37回全国高等学校クイズ選手権 第3位
2年 岡本沙紀 21世紀枠出場（東京都第2位）
・2年 奥山一葉 小倉百人一首東京都代表選考会通過 ⇒ 関東大会進出

【附属坂戸高等学校】（８～１０月）
【平成29年度全国高等学校総合体育大会：自転車競技部】
個人種目
高橋吹歌 スクラッチ 第5位
【平成29年度ジュニアオリンピックカップ：自転車競技部】
高橋吹歌 2㎞ IP 第2位
【埼玉県新人戦大会関東予選：自転車競技部】
・男子
・女子
杉崎義和 ポイントレース決勝 第６位入賞
高橋吹歌 2㎞IP決勝 第1位
町田啓剛 スクラッチ決勝
第６位入賞
増田たま 2㎞IP決勝 第4位入賞
⇒４名は11月に行われる関東新人戦大会に出場決定

【附属駒場中・高等学校】（８～１０月）
【第63回東京都十六高校対抗水上競技大会】
男子800ｍ自由形 第2位 深石雄飛
【第22回全国高校ディベート選手権】
準優勝 弁論部
坂田唯純、尾和龍之介、木下 祥、山上将哉、松岡大樹、増田 和
【第45回関東高校将棋リーグ戦Ａ級】
準優勝 将棋部
大塚翔生、櫻井徳吾、福沢 源、原田龍夫、前田隼人、丸谷樹広
【第23回スーパーコンピューティングコンテストSuperCon2017】
第2位
大峰遼平、行方光一 チーム名：KMiBa
【第28回国際生物学オリンピック・イギリス大会日本代表】
銀メダル 池田亘孝
【第29回国際情報オリンピック・イラン大会日本代表】
金メダル 河原井啓、川﨑理玖
【第14回国際地理オリンピック・セルビア大会日本代表】
銀メダル 青沼惠人
【国際言語学オリンピック2017・ダブリン大会日本代表】
銅賞
米山維斗 （チーム「サムライ」）
【化学グランプリ2017】* 国際化学オリンピック代表候補
大賞（グランプリ）
斉藤秀洋
金賞
薙野眞斗、長谷川拓己、原 正宜
金賞 筑波大学長賞（中学最優秀賞） 大野浩輝*
銀賞 池田亘孝、大橋祐哉
銅賞 石井敬直*
【物理チャレンジ2017】* 国際物理オリンピック代表候補
金賞
岡山県議会長賞（高２以下最優秀）石井敬直*
銀賞
唐山 桐
銅賞
松下謙太郎*、千葉遼太郎*
優良賞 笹木宏人*
【日本生物学オリンピック2017本選・広島大会】* 国際生物学オリンピック代表候補
金賞・広島大学学長賞（総合成績第１位） 伊藤大賀
金賞・東広島市長賞（総合成績第２位）
山内直寛
金賞 石田 廉*
銀賞 佐々木薫*
銅賞 遊佐涼介
敢闘賞・科学技術振興財団理事長賞 高畑和万*
【平成29年度中学生科学コンテスト】
東京都知事賞（筆記第1位・実技第1位・総合第1位 科学の甲子園ジュニア全国大会東京都代表）
粟野稜也、秋吉悠希、松澤泰健
優秀賞（筆記部門第2位） 石堀朝陽、片山皓太、遠藤浩明
優秀賞（筆記部門第3位） 立川裕斗、井上楊太、長島暉実

