
4/10.11 小山支部春季ソフトテニス大会　男子団体 優勝

4/10.11 小山支部春季ソフトテニス大会　男子個人 準優勝

4/17 小山支部大会（バレーボール） 第3位

4/17 小山支部春季卓球大会　男子団体 第3位

4/17 小山支部春季卓球大会　女子団体 準優勝

4/18 小山支部中学校野球大会兼小山市総合選手権野球大会 第3位

4/17 小山支部春季剣道大会　男子団体 準優勝

4/17 小山支部春季剣道大会　女子団体 準優勝

4/17 栃木県陸上競技春季大会 第2位

4/24 小山支部サッカー大会 第3位

4/24 小山・下都賀支部弓道大会男子個人 優勝

4/24 小山・下都賀支部弓道大会男子団体 準優勝

4/24 小山・下都賀支部弓道大会女子団体 準優勝

4/24 3支部合同陸上競技大会　男子総合 優勝

4/24 3支部合同陸上競技大会　男女総合 優勝

4/24 3支部合同陸上競技大会　2年男子100m 第3位

4/24 3支部合同陸上競技大会　共通男子200m 第3位

4/24 3支部合同陸上競技大会　共通男子400m 優勝

4/24 3支部合同陸上競技大会　共通男子3000m 優勝

4/24 3支部合同陸上競技大会　共通男子110mH 第3位

4/24 3支部合同陸上競技大会　共通男子4×100mリレー 第2位

4/24 3支部合同陸上競技大会　共通男子棒高跳 優勝

4/24 3支部合同陸上競技大会　共通男子走幅跳 優勝

4/24 3支部合同陸上競技大会　共通男子走幅跳 第2位

4/24 3支部合同陸上競技大会　共通男子走幅跳 第3位

4/24 3支部合同陸上競技大会　共通男子砲丸投 第2位

4/24 3支部合同陸上競技大会　共通男子砲丸投 第3位

4/24 3支部合同陸上競技大会　共通女子200m 優勝

4/24 3支部合同陸上競技大会　共通女子100mH 第3位

4/24 小山支部バドミントン大会　男子団体 第3位

4/24 小山支部バドミントン大会　女子団体 第3位

4/24 小山支部バドミントン大会　3年男子ダブルス 準優勝

4/24 小山支部バドミントン大会　3年女子ダブルス 第3位

4/24 小山支部バドミントン大会　2年女子シングルス 第3位

4/25 小山支部春季大会(バスケットボール) 第3位

5/7 下都賀地区春季陸上競技大会　男子総合 優勝

5/7 下都賀地区春季陸上競技大会　男女総合 第3位
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5/7 下都賀地区春季陸上競技大会　1年男子1500m 優勝

5/7 下都賀地区春季陸上競技大会　2年男子100m 第2位

5/7 下都賀地区春季陸上競技大会　共通男子110mH 第3位

5/7 下都賀地区春季陸上競技大会　共通男子走幅跳 優勝

5/7 下都賀地区春季陸上競技大会　共通男子棒高跳 優勝

5/7 下都賀地区春季陸上競技大会　共通男子砲丸投 第2位

5/7 下都賀地区春季陸上競技大会　共通男子砲丸投 第3位

5/8 下都賀地区春季バドミントン大会　男子団体 第3位

5/8 下都賀地区春季バドミントン大会　男子ダブルス 第3位

5/8 下都賀地区春季弓道大会　男子団体 第3位

5/8 下都賀地区春季弓道大会　女子団体 優勝

5/8 下都賀地区春季ソフトテニス大会　男子個人 第3位

5/9 下都賀地区春季野球大会 第5位

5/9 下都賀地区春季サッカー大会 第3位

5/9 下都賀地区春季剣道大会　男子団体 第3位

5/29 小山支部水泳競技大会　女子総合 優勝

5/29 小山支部水泳競技大会　男子総合 優勝

5/29 小山支部水泳競技大会　女子4×100ｍメドレーリレー 優勝

5/29 小山支部水泳競技大会　女子4×100ｍリレー 優勝

5/29 小山支部水泳競技大会　女子200ｍ個人メドレー 準優勝

5/29 小山支部水泳競技大会　女子100ｍ自由形 優勝

5/29 小山支部水泳競技大会　女子100ｍ背泳ぎ 優勝

5/29 小山支部水泳競技大会　女子100ｍ背泳ぎ 第3位

5/29 小山支部水泳競技大会　女子50ｍ平泳ぎ 優勝

5/29 小山支部水泳競技大会　女子200ｍ平泳ぎ 優勝

5/29 小山支部水泳競技大会　女子50ｍバタフライ 第3位

5/29 小山支部水泳競技大会　女子200ｍ個人メドレー 優勝

5/29 小山支部水泳競技大会　男子4×100ｍメドレーリレー 優勝

5/29 小山支部水泳競技大会　男子4×100ｍリレー 準優勝

5/29 小山支部水泳競技大会　男子200ｍ自由形 優勝

5/29 小山支部水泳競技大会　男子100ｍ背泳ぎ 優勝

5/29 小山支部水泳競技大会　男子200ｍ背泳ぎ 優勝

5/29 小山支部水泳競技大会　男子100ｍ平泳ぎ 第3位

5/29 小山支部水泳競技大会　男子200ｍ個人メドレー 優勝

5/29 小山支部水泳競技大会　男子100ｍバタフライ 第3位

5/29 小山支部水泳競技大会　男子50ｍ平泳ぎ 優勝

6/4 下都賀地区春季水泳競技大会　3年女子200ｍ平泳ぎ 優勝

6/4 下都賀地区春季水泳競技大会　3年女子400ｍ個人メドレー 優勝

6/4 栃木県春季陸上競技大会　1年男子1500m 第5位



6/4 栃木県春季陸上競技大会　共通男子砲丸投 第6位

6/4 下都賀地区春季水泳競技大会　3年女子400ｍ個人メドレー 優勝

6/4 下都賀地区春季水泳競技大会　3年男子200ｍ平泳ぎ 準優勝

6/4 下都賀地区春季水泳競技大会　2年女子400ｍフリーリレー 準優勝

6/4 下都賀地区春季水泳競技大会　1年男子400ｍフリーリレー 第3位

6/4 下都賀地区春季水泳競技大会　3年男子400ｍフリーリレー 第3位

6/4 下都賀地区春季水泳競技大会　3年女子100ｍ自由形 優勝

6/5 下都賀地区春季水泳競技大会　3年女子200ｍ平泳ぎ 優勝

6/5 下都賀地区春季水泳競技大会　3年男子200ｍ平泳ぎ 第3位

6/5 下都賀地区春季水泳競技大会　3年女子400ｍ個人メドレー 優勝

6/5 下都賀地区春季水泳競技大会　3年女子200ｍ個人メドレー 優勝

6/5 下都賀地区春季水泳競技大会　3年男子200ｍ個人メドレー 第3位

6/5 下都賀地区春季水泳競技大会　3年女子100ｍ背泳ぎ 第3位

6/5 下都賀地区春季水泳競技大会　3年女子100ｍ背泳ぎ 準優勝

6/5 下都賀地区春季水泳競技大会　2年女子100ｍ背泳ぎ 優勝

6/5 下都賀地区春季水泳競技大会　1年女子100ｍバタフライ 準優勝

6/5 下都賀地区春季水泳競技大会　1年女子100ｍバタフライ 第3位

6/5 下都賀地区春季水泳競技大会　1年女子100ｍ平泳ぎ 準優勝

6/5 下都賀地区春季水泳競技大会　3年女子100ｍ平泳ぎ 優勝

6/5 下都賀地区春季水泳競技大会　3年男子400ｍ個人メドレー 優勝

6/5 下都賀地区春季水泳競技大会　3年男子100ｍ背泳ぎ 準優勝

6/5 下都賀地区春季水泳競技大会　3年男子100ｍバタフライ 優勝

6/5 下都賀地区春季水泳競技大会　3年男子100ｍバタフライ 第3位

6/5 下都賀地区春季水泳競技大会　1年男子100ｍ背泳ぎ 準優勝

6/5 下都賀地区春季水泳競技大会　2年女子400ｍメドレーリレー 準優勝

6/5 下都賀地区春季水泳競技大会　3年女子400ｍメドレーリレー 準優勝

6/5 下都賀地区春季水泳競技大会　女子総合 準優勝

6/5 下都賀地区春季水泳競技大会　3年男子400ｍメドレーリレー 優勝

6/5 栃木県春季弓道大会　女子団体 第3位

6/6 栃木県春季新体操大会　個人総合 第2位

6/6 栃木県春季新体操大会　クラブ 第2位

6/6 栃木県春季新体操大会　リボン 第2位


