
学校だより  明 祥 
 

 

      １学期を終え 

 「利他共生」 “人を幸せにすることは、自分も幸せになる

こと”として、今年度の明祥中学校グランドデザインを設定し

ました（裏面をご覧ください）。 

 生徒たちは、自分たちの掲げた目標に向け、勉強や行事、そ

して、部活動にと頑張り続けた１学期だったと思います。 

 それぞれの活躍の様子等は、学校ホームページに掲載してあ

りますのでご覧いただければ幸いです。              ≪選手激励会応援≫ 

 

 

      夏休みボランティア活動 

 いよいよ夏休みを迎えます。「自己を高める夏休み」となるよ

う、それぞれが目標を設定し、計画的に過ごせるようにしたいも

のです。 

 明祥中学校ではボランティア活動が盛んであり、この夏休みも

たくさんの生徒が各町内会の企画等に参加させていただきます。

「地域社会の一員」として、地域を自分事としてとらえる生徒の

育成にご支援をいただければ幸いです。 

                                   ≪ボランティア活動の様子≫ 

【町内会企画の夏休みボランティア活動】 

 東端町  「よっといでんサロン」「納涼まつり(７／２８)」「防災訓練(８／２６)」 

 根崎町  「根崎っ子寄っといでん」「納涼まつり(７／２８)」 

 和泉町  「ふれあいリング」「盆踊り(８／１３・１４)」 

 城ヶ入町 「ぱわふるきっず」「納涼まつり(７／２８)」 

 

 

      お知らせ 

 明祥中学校同窓会長に今年度５月末日をもちまして、鈴木 浩 氏(根崎町)が新しく就任

されました。今後ともよろしくお願いいたします。また、これまで会長であられた神谷忠夫

様におかれましては、これまでの同窓会活動に多大なるご尽力をいただきました。あらため

て感謝申し上げます。 

 

安城市立明祥中学校 

平成３０年７月２０日 



栄光の記録（平成３０年３月下旬～７月中旬） 

    ・第３５回全日本少年軟式野球安城支所大会                 H30.3.24 

       澤田敏英（2-1） 稲垣隼人（2-2） 都築竜平（2-2）沓名海旺（2-4）中村倫大（2-4） 

         早川 周（2-4）  早川 響（3-1）  石原啓奨（3-2）苫井怜志（3-2）磯村斗愛（3-3）   

          井上颯斗（3-3）  沓名玲旺（3-3）  苫井亮佑（3-3）福田透輝（3-3）磯村汰壱（3-4） 

          神谷 漸（3-4） 沓名悠雅（3-4） 早川太基（3-4） 

・安城市発展祭模範生徒      兵藤 侑己(3-4)           H30．5．4 

 ・西三河中学校春季陸上競技大会                   H30．4．15 

  女子１００Mハードル  第１位  服部 明日風(3-3) 

・安城市中学校春季陸上競技大会                   H30．4．28 

  女子１００Mハードル  優勝（大会新記録） 服部 明日風(3-3) 

  女子砲丸投      第３位  深津 侑紗(3-3) 

  女子走高跳      第３位  杉浦 梨心(3-2) 

・春季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 中学女子の部     第３位          H30．4．28 

    稲垣 乙帆(3-1) 大橋 永遠(3-1) 尾崎 まなか(3-1) 

        木村 宙奈(3-1) 横山 来未(3-1) 杉浦 希歩(3-2) 

        神谷 有佑(3-3)  平山 捺稚(3-3)  横山 星奈(3-3) 

        坂田 希望(3-4)  鈴木 瑞渚(3-4) 

     ・第２１回安城市春季卓球大会                    H30．4．22         

          男子個人       第３位  沓名 柊太(3-1) 

     女子個人       第３位  江坂  萌(2-3) 

     男子団体       第３位  明祥中学校Ａ 

                沓名 柊太(3-1) 浅岡 大輝(3-4) 渡邉 昇生(3-3) 

                水上 瑶太(3-4) 澤田 匠利(3-3) 榊原 颯太(3-1) 

 女子団体        第３位  明祥中学校Ａ  

                      杉本 瀬奈(3-4)  磯貝 流香(3-2)  白  乙葉(3-1) 

                        横山 果歩(2-1) 江坂  萌(2-3) 浅岡 菜乃(2-4) 

・第54回全三河卓球選手権大会                    H30.4.28 

   中学女子の部     第２位  江坂 萌(2-3) 

・第46回愛知県中学ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 安城地区予選兼安城市中学選手権大会 

                                  H30.4.29 

   女子の部       第１位  榊原・辻ペア（1-3榊原萌夏 1-2辻ひなの） 

            第３位  内田・早川ペア（1-2内田乃々花 1-3早川湖乃） 

 ・中日少年軟式野球安城支所大会                    H30.5.3 

    第３位   澤田  敏英（２－１） 稲垣  隼人（２－２） 都築 竜平（２－２） 

沓名  海旺（２－４） 中村  倫大（２－４） 早川  周（２－４） 

早川  響（３－１） 石原 啓奨（３－２） 苫井 怜志（３－２） 

磯村 斗愛（３－３） 井上 颯斗（３－３） 沓名 玲旺（３－３） 

苫井 亮佑（３－３） 福田 透輝（３－３） 磯村 汰壱（３－４） 

神谷  漸（３－４） 沓名 悠雅（３－４） 早川 太基（３－４） 

石川 天空（２－１） 

 

 ・第54回安城市夏季ＡＢＣ級卓球大会                  H30.5.20 

  中学生以下の部 女子Ｂ級     準優勝  横山 果歩（２－１） 

                   第３位  江坂  萌（２－３） 

                   第３位  浅岡 菜乃（２－４） 

 ・第14回安城市中学３年生ソフトテニス研修大会             H30.5.26 

 第３位   明祥中学校 Ａチーム 

早川 純平（３－３） 成田 悠真（３－３） 大橋 怜司（３－１） 



       三成 有翔（２－４） 小山 隼弥（２－３） 石原 亜純（２－２） 

・第64回全日本中学校通信陸上競技大会愛知県大会西三河予選会     H30.6.16 

 女子１００Mハードル  第１位（１５秒０７）  服部 明日風（３－３） 

   ・第49回西三河中学校卓球大会 団体                  H30.6.3 

    準優勝   禰宜田 恭江（１－２） 横山 果歩（２－１） 江坂 萌（２－３） 

           浅岡 菜乃（２－４） 白 乙葉（３－１） 筒木 すず（３－３） 

          杉本 瀬奈（３－４） 深津 京可（３－４）  

・県下夏季卓球新人大会                        H30.6.23 

＜女子シングルス＞                

    優勝   杉本 瀬奈（３－４） ＊隼クラブで参加 

 ＜女子ダブルス＞ 

    優勝   江坂  萌（２－３）  白 乙葉（３－１） ＊ＳＨＩＮＥで参加 

 

 ■安城市中学校選手権大会                     H30.7.7～8 

 ＜卓球団体＞ 

  女子優勝 

    杉本 瀬奈（３－４）  白 乙葉（３－１）  筒木 すず（３－３） 

    深津 京可（３－４）  横山果歩（２－１）  江坂 萌（２－３） 

浅岡 菜乃（２－４）  禰宜田恭江（１－２） 

 ＜卓球個人＞ 

（男子） 第３位  沓名 柊太（３－１）（女子） 第３位  杉本 瀬奈（３－４） 

 ＜ソフトテニス団体＞ 

  男子第３位 

 ＜ソフトテニス個人＞ 

  優勝  辻 ひなの（１－２） 榊原 萌夏（１－３） 

 ＜剣道個人＞ 

  第３位 髙須 郁美（２－３） ＊西三出場 

 

 ■西三河中学校体操競技大会 種目別「跳馬」             H30.7.8 

 第３位  新美 栞乃（３－４） 

 ■西三河中学校陸上競技選手権大会                  H30.7.14 

   ・女子１００Mハードル 

第３位   服部 明日風（３－３） 

   ■中部日本吹奏楽コンクール愛知県                  H30.7.16 

 ・西三河ブロック大会 小編成の部 

  銀賞     

  兵藤 妃菜（３－１）  松井 杏華（３－１）  山田 未来（３－１）  

大橋 一功（３－２）  磯村 実優（３－２）  深津 衣里（３－２） 

光富 日彩（３－２）   横山 ちづる（３－２）  榊原 蒼人（３－３） 

沓名 姫那（３－３）  三浦 紗詠（３－３）  石川 莉緒（２－１）   

榊原 さくら（２－１） 瀬戸 七巴（２－１）  八田 師沙（２－１） 

石川寿々奈（２－２）  猪上 紗英（２－２）  早川 咲（２－２） 

前川 紗采（２－２）  于  嘉（２－３）   三井 綾香（２－３） 

芳賀 美羽奈（２－４） 豆塚 実柚（２－４）  大橋 桃香（１－２） 

東田 光輝（１－３）  大橋 遥花（１－３）  神谷 千尋（１－３） 

 


