
北空知地区春季中学生バドミントン大会（団体）　５／１５ 男子A級 ３位

女子A級 ２位

女子B級 １位（Aチーム） ２位（Bチーム）

北空知夏季中学生バドミントン大会（個人）６／１２ 女子D ３位 幅口美海 南條優芽

北空知中体連 男子団体 ３位

女子団体 ３位

女子D ３位 幅口美海 南條優芽

女子D ５位 伊林里紗 宿村璃和

６位 森田悠里 松本陽菜

男子D ５位 石山稜其 田中栄駆

６位 大西琉仁 越斐優

女子S ５位 佐々木美緒

６位 尾崎羽奏

全空知中体連 女子団体 ３位

男子D ベスト８ 石山稜其 田中栄駆

女子D ベスト８ 幅口美海 南條優芽

滝川スポーツフェスティバル ９／１８ 男子Ｂ級Ｓ １位 中川蒼士

２位 桐山煌牙

３位 竹田稜希

女子S ３位 尾崎羽奏

４位 川中聖華

女子D ３位 幅口碧來 橋本琴音

北空知秋季中学生バドミントン大会（個人）１０／１６ 男子A級S ３位 中川蒼士

女子A級S ３位 尾崎羽奏 （全道出場）

女子A級D ３位（全道出場） 幅口碧來 橋本　琴音

男子Ｂ級Ｓ ２位 二之宮遼士

女子B級S １位 川中聖華

２位 薄葉穂端

３位 松田理央

３位 西坂凜央

北空知中学冬季バドミントン大会（団体戦）１１／２７ 男子団体 ２位

女子団体 ３位

滝川冬季中学生バドミントン大会　２／１２ 女子Ａ級Ｓ ２位 尾崎羽奏

３位 川中聖華

女子Ａ級Ｄ ３位 武田桃佳 橋本琴音

男子Ａ級Ｄ ３位 魚岸悠人 三嶋凛太郎

男子Ｂ級Ｓ １位 二之宮遼士

女子Ｂ級Ｓ １位 石井穂乃香

女子Ｂ級Ｄ １位 薄葉穂瑞 西坂凜央

バドミントン部　　　　　　　　　　　　　　※　Ｓ：シングルス　　Ｄ：ダブルス



岩見沢中学卓球オープン大会（男女団体戦） 男子 １，２位トーナメント進出

女子 ３，４位トーナメント優勝

深川卓球連盟会長杯卓球大会 中学男子D 優勝 藤田　　然 星野　巧志

第３位 下原　登也 光富　誠龍

中学女子D 準優勝 宮岸　咲乃 曲師　愛華

第３位 片山　凛香 東　琴音

中学男子S 第３位 下原　登也

中学女子S 優勝 東　　琴音

準優勝 渡邊　瑚乃羽

第３位 片山　凛香

一般女子D 第３位 片山　凛香 東　琴音

一般女子S 第３位 片山　凛香

北空知中体連 男子団体 準優勝

女子団体 準優勝

男子S ベスト８ 光富　誠龍

ベスト１６ 下原　登也

女子S ベスト８ 片山　凛香 東　琴音

ベスト１６ 渡邊　瑚乃羽

空知中体連 男子団体 第３位

女子団体 第３位

男子S 第３位

ベスト１６ 下原　登也

女子S ベスト１６ 片山　凛香 東　琴音

北海道卓球選手権大会深川予選（カデットの部） 女子D 準優勝（全道出場）東　琴音 名久井　雫

第３位 曲師　愛華 （福田理桜）

男子D 優勝　（全道出場） 光富　誠龍 星野　巧志

第３位 日野　稜太 岸田　大輝

１３歳以下女子S 優勝 東　琴音 （全道出場）

第３位 名久井　雫 （全道出場）

１３歳以下男子S 優勝 岸田　大輝 （全道出場）

１４歳以下男子S 優勝 光富　誠龍 （全道出場）

北海道卓球選手権大会深川予選（Jr・一般） ジュニア男子S 優勝 光富　誠龍 （全道出場）

第５位 児見山慎之輔 （全道出場）

ジュニア女子S 優勝 東　琴音 （全道出場）

一般男子S 優勝 光富　誠龍 （全道出場）

一般女子S 準優勝 東　琴音 （全道出場）

男子D 準優勝（全道出場）光富　誠龍 星野　巧志

女子D 第３位 東　琴音 名久井　雫

北空知新人戦兼道新杯中学選抜卓球大会深川地区予選会 男子団体 優勝（全道出場）

男子S 優勝 光富　誠龍

第３位 星野　巧志

女子S 優勝 東　　琴音

道新杯北海道中学選抜卓球大会兼全国予選会 男子団体 予選リーグ第３位

光富　誠龍（全道大会出場）

卓　球　部　　　　　　　　　　　　　　　　※　Ｓ：シングルス　　Ｄ：ダブルス



北空知中学春季大会　準優勝

北空知中体連　Dブロック優勝　全空出場

春季大会兼第36回雨竜商工会長杯 第３位

北空知地区中学校深川市長杯バレーボール大会 第３位

北空知中体連 第３位

全空知中体連 1回戦敗退

北空知地区中学校バレーボール大会「はまなす杯」 第３位

北空知地区中学校バレーボール大会「協会長杯」 第３位

深川地区ジュニアバレーボールキャンプ（第2次）兼北空知バレーボール親善大会 第３位

第37回北海道中学校女子優秀チーム招待バレーボール大会 予選敗退

第57回管内中学校バスケットボール大会 トーナメント１回戦 敗退

北空知中体連大会 トーナメント２回戦 敗退

第19回管内中学校秋季バスケットボール大会 4位

第51回管内中学校新人バスケットボール大会 4位

芦別バスケットボール協会会長杯中学校バスケットボール大会 トーナメント１回戦 敗退

第24回大西杯中学生バスケットボール大会 トーナメント１回戦 敗退

吹　奏　楽　部
・第67回空知地区吹奏楽コンクール C編成の部 銀賞

・第44回空知地区アンサンブルコンクール 木管五重奏 銀賞

管打八重奏 銀賞

陸上競技

第９回北空知中学校陸上競技大会　 男子１００ｍ 第４位 土田　羚矢

男子２００ｍ 第４位 土田　羚矢

男子１５００ｍ 第６位 中村　琉來

男子３０００ｍ 第２位 中村　琉來

女子８００ｍ 第１位 中村　桃愛

女子１５００ｍ 第１位 中村　桃愛

女子１００ｍH 第１位 横井　琉奈

女子４×１００ｍR 第１位 中村　桃愛 村山　はな

松本　望生 横井　琉奈

女子走高飛 第１位 小島　彩未

女子走幅跳 第２位 村山　はな

第３位 松本　望生

女子砲丸投 第１位 松本　望生

第３位 麻生　　雫

女子四種競技 第１位 横井　琉奈

第53回北海道中学校陸上競技大会　 女子１５００ｍ 決勝　第１１位 中村　桃愛

女子走高跳 決勝　第１１位 小島　彩未

女子砲丸投 決勝　第２位 松本　望生

女子四種競技 決勝　第１３位 横井　琉奈

柔道

空知中体連 男子60kg以下級 準優勝 平野　瑞稀

男子66kg以下級 優勝 松林  孜竜 （全道出場）

剣道

第42回空知中学校剣道大会 男子個人戦 ２回戦敗退・ベスト16 加藤　煌芽

２回戦敗退 前田　　　完

１回戦敗退 松村　憩斗

女子個人戦 １回戦敗退 三宅　咲良

男子団体戦 １回戦敗退 松村　憩斗 加藤　煌芽

前田　　　完

男子バスケットボール部

女子バレーボール部

野　球　部



各種大会・コンクール
少年の主張空知大会 優秀賞 下原　登也

令和４年度「緑化に関する作品」ポスター原画の部（深川市） 佳作 樋掛　もも

佳作 宮島　佳那

令和４年度緑化活動啓発作品コンクール　ポスター原画の部 奨励賞 樋掛　もも

第３６回交通安全ポスターコンクール 最優秀賞 樋掛　もも

市立病院特別賞 酒井　凰助


