
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       ＨＰアドレス http://www.kita9.ed.jp/kirigaoka-j/ 

＜校訓＞ 

「自主」自ら学び正しい行動ができる生徒 

                      「明朗」明るくあいさつできる元気な生徒 

                      「努力」くじけず目標に向かって頑張る生徒 

 

 

 

  

  野球、陸上、柔道、水泳が県大出場！砲丸投平田さん(3) 県で４位！ 
この夏行われた中体連の大会やコンクールでは、たくさんの部活動や登録種目で、

日頃の努力の成果を発揮し、素晴らしい成績を残しました。皆さんのこれからの学校

生活にきっとつながることでしょう。 

 

【野球部】   区内大会優勝 市内大会 3位 県大会出場 

【剣道部】 

  男子団体  区内大会 3位 市内大会出場 

  女子団体  区内大会 3位 市内大会出場 

  男子個人  今井〔３〕 区内大会 5位 市内大会出場 

【卓球部】 

  女子団体  区内大会 3位 市内大会二次リーグ惜敗 

【バスケット部】 

  男子    区内大会惜敗    

女子    区内大会３位 

【バレー部】  区内大会ベスト８ 

【ソフトテニス部】 

  男子団体  区内大会予選リーグ惜敗   

女子団体  区内大会予選リーグ惜敗 

【サッカー部】 区内大会予選リーグ惜敗 

【柔道部】   女子個人 川原〔２〕 区内大会優勝 市内大会優勝 県大会出場 

【吹奏楽部】  北九州市吹奏楽コンクール 銀賞  

 

【＊水泳】   岡部〔２〕 男子 100ｍ平泳 市内大会優勝  県大会 5位 

男子 200ｍ平泳 市内大会準優勝 県大会７位 

※8月の新人戦では両種目とも市内大会優勝 

        坂本〔３〕 男子 100ｍバタフライ 市内大会６位 県大会出場 

男子 200ｍバタフライ 市内大会３位 県大会 10位 

【＊柔道】   奥園〔３〕 区内大会優勝 市内大会ベスト 8 

        岩井〔２〕 区内大会 3位 

【＊バドミントン】 川村〔３〕 区内大会３位 市内大会出場 

【＊科学甲子園】北九州地区科学奨励賞  藤川〔２〕重松〔２〕岡部〔２〕 
 

北九州市立霧丘中学校 学校通信 

われら若者 ＮＯ，３２ 

平成２７年９月１日 校長 篠崎 政義 



 
 
【陸上部】   男子団体  区内優勝   女子団体  区内準優勝 
＜個人＞ 

   阿部〔３〕 園田〔３〕 中川〔３〕 岡田〔３〕 
     男子４×１００ｍＲ    区内大会準優勝 市内大会準優勝  県大会出場 
   土谷〔２〕 福田〔１〕 武田〔１〕 小林〔２〕 
     低男子４×１００ｍＲ   区内大会準優勝 市内大会出場 
   砥川〔３〕 佐藤〔３〕 堤〔３〕 土谷〔３〕 
     女子４×１００ｍＲ    区内大会３位  市内大会出場 
   藤堂〔２〕 伊藤〔１〕 出口〔１〕 松本〔２〕 
     低女子４×１００ｍＲ   区内大会優勝   

藤堂〔２〕 出口〔１〕 小野〔１〕 松本〔２〕 
低女子４×１００ｍＲ           市内大会６位   県大会出場   

   山脇〔３〕 男子１５００ｍ  区内大会準優勝 市内大会出場 
         男子３０００ｍ  区内大会準優勝 市内大会出場 
   穴水〔３〕 男子１５００ｍ  区内大会４位  市内大会出場 
   中川〔３〕 男子走幅跳    区内大会優勝  市内大会５位   県大会出場 
         男子三段跳    区内大会準優勝 市内大会出場 

中村〔３〕 男子走高跳    区内大会優勝  市内大会出場 
園山〔３〕 男子走幅跳    区内大会６位  市内大会出場 

   阿部〔３〕 男子２００ｍ   区内大会４位  市内大会出場 
         男子三段跳    区内大会優勝  市内大会出場 
   園田〔３〕 男子１００ｍ   区内大会４位  市内大会出場 
         男子１１０ｍＨ  区内大会準優勝 市内大会出場 
   庄司〔３〕 男子８００ｍ   区内大会５位  市内大会出場 
   大田〔３〕 男子４００ｍ   区内大会優勝  市内大会出場 
   岡田〔３〕 男子１００ｍ   区内大会準優勝 市内大会出場 
         男子２００ｍ   区内大会準優勝 市内大会出場 
   奥 〔３〕 男子４００ｍ   区内大会５位  市内大会出場 
   徳山〔２〕 男子３０００ｍ  区内大会優勝  市内大会出場 
   松成〔２〕 男子８００ｍ   区内大会３位  市内大会出場 
         男子１５００ｍ  区内大会準優勝 市内大会出場 

 山崎〔２〕 男子１５００ｍ  区内大会５位  市内大会出場 
   男座〔２〕 男子砲丸投    区内大会優勝  市内大会出場 
   山本〔２〕 男子砲丸投    区内大会準優勝 市内大会出場 
   土谷〔２〕 低男子１００ｍＨ 区内大会準優勝 市内大会５位   県大会出場 
         男子走高跳    区内大会準優勝 市内大会出場 
   小林〔２〕 男子１００ｍ   区内大会５位  市内大会出場 
   武田〔１〕 男子１５００ｍ  区内大会５位  市内大会出場 
   相良〔１〕 男子１００ｍ   区内大会４位  市内大会出場 
   山西〔１〕 低男子１００ｍＨ 区内大会４位  市内大会出場 
   福田〔１〕 男子１００ｍ   区内大会優勝  市内大会出場 
   土谷〔３〕 女子走幅跳    区内大会優勝  市内大会優勝   県大会出場 
   平田〔３〕 女子砲丸投    区内大会優勝  市内大会優勝   県大会４位 
   佐藤〔３〕 女子走幅跳    区内大会準優勝 市内大会５位   県大会出場 
         女子１００ｍＨ  区内大会準優勝 市内大会４位   県大会出場 
   堤 〔３〕 女子走高跳    区内大会３位  市内大会出場 
         女子１００ｍＨ  区内大会４位  市内大会出場 
   逢坂〔３〕 女子８００ｍ   区内大会５位  市内大会出場 
   豊永〔３〕 女子８００ｍ   区内大会６位  市内大会出場 
   山田〔２〕 女子砲丸投    区内大会５位  市内大会出場 
         低女子８０ｍＨ  区内大会４位  市内大会出場 
   山口〔２〕 女子８００ｍ   区内大会３位  市内大会出場 
         女子１５００ｍ  区内大会４位  市内大会出場 
   松本〔２〕 女子走高跳    区内大会４位  市内大会出場 
   伊藤〔１〕 女子１００ｍ   区内大会優勝  市内大会８位   県大会出場 
         低女子８０ｍＨ  区内大会３位  市内大会出場 
   出口〔１〕 女子１００ｍ   区内大会準優勝 市内大会４位   県大会出場 
         女子２００ｍ   区内大会６位  市内大会出場 
   中野〔１〕 女子８００ｍ   区内大会優勝  市内大会出場 

 


