
【第17 回全国障害者スポーツ大会（愛顔〈えがお〉つなぐえひめ大会）・陸上競技】
・高等部3年 川琴美 100m 第2位、200m 第1位（大会新記録）
・高等部2年 手島敬之 ソフトボール投 第2位
【ドバイ2017アジアユースパラ競技大会（陸上競技）】
・高等部3年 川琴美 T37・38クラス 100m 銀メダル、200m 金メダル
【第30回はばたき陸上大会】
・高等部2年 松浦歩美 100m 第1位
【第18回全国車椅子マラソン日産カップ追浜チャンピオンシップ2017】
・高等部2年 松浦歩美 ユース女子クラス 第3位
【第36回（平成29年度）「肢体不自由児・者の美術展/デジタル写真展」】
・小学部2年 勝田凛華 書部門 オリックス賞
【筑波大学冬季省エネ・節電標語】

・小学部2年 佐々木美乃莉 優秀賞
■発行元：筑波大学附属学校教育局
URL : http://www.gakko.otsuka.tsukuba.ac.jp/
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（左上）附属視覚特別支援学校 幼稚部餅つき大会（附属視覚、附属久里浜交流行事）
附属久里浜特別支援学校

（左下）附属駒場高等学校 台湾・台中一中訪問（授業実験に参加）
（右上）附属中学校 合唱発表会
（右下）附属聴覚特別支援学校 パリ聾学校訪問（高等部）

・全国聾学校卓球大会（高等部） 女子団体 第5位
・平成29年度千葉県障害者スポーツ大会 優勝

（バレーボール競技・高等部）
・第34回日本身体障がい者水泳選手権大会 高等部2年 水江光希 50ｍ平泳ぎ 第2位
・第13回全国聾学校作文コンクール 高等部3年 渡会由貴 金賞（全国聾学校長会会長賞）
・市川市民陸上大会女子800ｍ 中学部3年女子 優勝
・関東地区聾学校卓球大会 中学部女子団体 優勝 中学部男子団体 第3位
・内閣府主催「心の輪を広げる体験作文」 中学部3年女子 内閣総理大臣賞、千葉県知事最優秀賞
・千葉県議会児童生徒表彰 中学部3年女子
・一茶まつり全国小中学生俳句大会 中学部１年男子 特選：東京都知事賞
・筑波大学冬季省エネ・節電標語 小学部4年 須貝在流 最優秀賞

【附属桐が丘特別支援学校】（１１～１月）

【附属大塚特別支援学校】（１１～１月）

【附属聴覚特別支援学校】（１１～１月）

【関東地区盲学校ゴールボール大会】
チーム附属A 第3位

【全国障害者スポーツ大会（愛顔〈えがお〉つなぐえひめ大会）・陸上競技】
・高等部1年 安部 遥 800m 第1位、1500m 第1位（大会新、自己新）
・高等部2年 鈴木海人 走幅跳び 第2位
・高等部2年 工藤星奈 800m 第2位、1500m 第2位（自己新）
・高等部2年 藤田朱音 100m 第3位、200m 第1位（自己新）
【関東地区盲学校陸上競技大会】
・中学部2年 大賀姫那 ジャベリックスロー 区分① 第1位（大会新）
・中学部3年 奥田一樹 ジャベリックスロー 区分① 第1位（大会新）
・高等部1年 安部 遥 800m 区分① 第1位（大会新）

1500m 区分① 第1位（大会新）
・高等部2年 鈴木海人 走幅跳び 区分① 第2位（大会新）
【ドバイ2017アジアユースパラ競技大会（陸上競技）】

高等部2年 鈴木海人 100m 第1位、 走り幅跳び 第1位
【日本選手権ゴールボール大会】

チーム附属 準優勝
【日本身体障がい者水泳選手権大会】
・中学部2年 小倉千佳 S13 50m自由形 第2位

【附属視覚特別支援学校】（１１～１月）

・中学部３年 市ノ瀬 希 第43回礫川マラソン3㎞ 中学生女子の部 第2位



・2年 奥山一葉 第24回関東地区高等学校小倉百人一首かるた大会東京都代表選考会
東京都代表に選出され関東大会に進出 ⇒ 関東大会第4位

・1年 高橋 創 平成29年度 第21回関東高校選抜新人陸上競技選手権大会
男子800ｍ 第８位入賞

・1年 伊藤杏樹 2017 Asian Cadet Circuit Epee 第８位入賞 （フェンシング）
・2年 東 智美 松本清張記念館主催 中・高生読書感想文コンクール 優秀賞
・2年 柴 千織 同コンクール 佳作（高校生の部）
・2年 植竹希光 第32回全国高等学校文芸コンクール 詩部門 優秀賞
・2年 東 智美 第60回全国学芸サイエンスコンクール 写真部門 入選
・3年 稗田葉月 第56回全英連 全国高等学校英作文コンテスト 優秀賞
・3年 齊藤祐太郎 同上 入選
・2年 蝦名絵里花 第7回高校生アートライター大賞 優秀賞
・2年 山本彩乃 同上 入選

【日本学生科学賞東京都大会 高校の部】（化学部）
最優秀賞・奨励賞 原 正宜 優秀賞 藤沼航人

【第7回全国中学生英語ディベート大会】（語学部）
第2位 TSUKUKOMA A 猪倉彼方、坂本 亮、田口僚大、水谷友哉
ベストディベーター賞 猪倉彼方

【東京都高等学校文化祭第30回囲碁大会】（高校駒場棋院）
団体戦Ａクラス優勝 ⇒ 関東大会進出

【東京都中学校囲碁大会】（中学駒場棋院）
優勝 （sAクラス）林 陶然 （Bクラス）吉岡 慧
準優勝 （Bクラス） 奥野裕之介 （Cクラス）田嶋俊介

【第71回東京都高等学校演劇コンクール中央発表会】（演劇部）
優秀賞

【第41回東京都高等学校アンサンブルコンテスト】（音楽部）
銀賞 管打七重奏 兼子 孟、神谷直樹、加藤篤史、白石晃貴、栗原一朗、土屋稜至、山崎真治

【第7回MIMS 現象数理学研究発表会ポスター発表】
優秀賞・オーディエンス賞 山崎豪士

【私たちの身のまわりの環境地図作品展】
北海道知事賞 猪倉彼方 日本地図センター理事長賞 水木優之介、尾石智紀
国土地理協会会長賞 福田倫大 北海道教育大学長賞 田中聖一郎
地理教育研究会理事長賞 廣瀬貞雄

【第18回日本数学コンクール論文賞】
銅賞 石井秀俊、丹羽雄哉、櫻井徳吾、山崎豪士 優秀賞 熊谷光剛

【第7回科学の甲子園東京都大会】
化学領域第1位・総合第1位（東京都知事賞） ⇒ 全国大会進出
石井敬直、大輪奏太朗、川村 慧、佐々木薫、藤沼航人、野村海斗

【第21回日本ジュニア数学コンクール個人戦】
大賞 岡林生夫 優秀賞 猪倉彼方

【第5回科学の甲子園ジュニア全国大会】（東京都代表：附属駒場中学校＋豊島岡女子学園中学校）
優勝・実技試験①第3位・ヤガミ賞・帝人賞 秋吉悠希、粟野稜也、松澤泰健

【第33回関東地区高等学校囲碁選手権大会】（駒場棋院（囲碁部））
男子団体第4位 ⇒ 全国大会進出 永井 究、吉川元弥、大勢拓実

【第12回関東中学将棋団体戦Ａ級】（将棋部）
準優勝 杉井秀伍、下出大智、木下大輔、徳田陽太、小野原菖太、佐藤洸誓、羽鳥智裕

網屋亮介、種村賢飛、望月洋志
【第15回高校生科学技術チャレンジ】

優等賞 渡邉 樹

【附属駒場中・高等学校】（11～1月）

【附属中学校】（11～1月）

【附属坂戸高等学校】（11～1月）

【附属高等学校】（11～1月）

【第65回東京都中学校学年別水泳大会】
・男子総合 第4位
・3年男子 100m自由形 第1位
・3年男子 100m平泳ぎ 第3位
・3年男子 200mメドレーリレー 第5位
・3年男子 200mリレー 第5位

・2年男子 第49回全日本オプティミスト級セーリング選手権大会出場（個人小型ヨット）
・3年男子 水泳選手として、東京都冬季強化合宿派遣
・1年男子 第11回ベーテン音楽協会自由曲コース 優秀賞
・1年女子 旺文社赤尾好夫記念賞（入選）
・2年女子 旺文社赤尾好夫記念賞（金賞）
・2年女子 井上靖読書感想文（最優秀賞）
・1年女子 井上靖読書感想文（佳作）
・3年女子 井上靖読書感想文（佳作）
・JICA 国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト2017 学校特別賞

【附属小学校】（11～１月）

・文京ECOかるた70 入賞
八尾結花（2年）、川村将輝（5年）、恒松望花（5年）、 内田百合子（5年）
鈴木美桜（5年）

・「海とさかな」自由研究・作品コンクール 朝日新聞社賞 松﨑光永（3年）
・第16回「城の自由研究コンテスト」 優秀賞 立花 菖（2年）

・第42回「ごはん・お米とわたし」作文・図画コンクール
文部科学大臣賞 雨宮龍之介（5年） 学校奨励賞受賞

・第16回「小学生下水道研究レポートコンクール」 新聞部門 入選 近藤哲二（４年）
・筑波大学冬季省エネ・節電標語

最優秀賞 平林歩乃果（4年）
優秀賞 水野亜紀（4年）、幸保遥真（4年）、栁瀬杏樹（4年）

【関東自転車競技新人戦大会】（自転車競技部）
・男子

杉崎義和 ポイントレース決勝 第10位、 町田啓剛 スクラッチ決勝 第8位
・女子

高橋吹歌 2㎞IP 第1位、500mTT 第3位
⇒ジュニア強化指定選手として、2018年ジュニアアジア選手権大会選考合宿に参加した。
増田たま 2㎞IP 第3位、500mTT 第4位


