
平成元, 3,30・北校門並びに北側フェンスの改修 

 

平成元  8,23・全国中体連バドミントン大会  女子団体優勝 

       11,15・市委嘱「特別活動」授業研究会 

     2, 2, 7・市教委委嘱「性教育」授業研究会 

        3,10・運動場西側防球ネット完成 

        3,26・校訓制定「学を励み・体を鍛い・道を求む」 

      

2, 5,19・ＲＫＫ旗熊本市野球大会優勝 

        6,10・県選抜市予選バレーボール大会  男子優勝 

        7, 7・市中体連柔道大会女子  軽量級優勝 

        7, 7・市中体連剣道大会  男子個人優勝 

        8, 4・市陸上カーニバル女子リレー  優勝 

        8, 8・東校舎東、部室前自転車小屋完成 

        8, 8・九州中体連柔道大会  女子中量級３位入賞 

        8, 9・九州中体連陸上競技大会  共通女子走幅跳２位入賞 

        8,10・熊飽中学生新人バドミントン大会  女子シングルス優勝 

        8,12・九州中体連バドミントン大会  女子団体、ダブルス、シングルス優勝 

        8,18・全校中学校選抜陸上大会  共通女子 800M 出場 

        8,25・全日本中学バドミントン大会  学校賞、部長賞受賞 

        9,11・校訓碑建立 

        9,16・熊飽中学生学年別剣道大会  女子個人優勝 

10, 4・市中体連陸上競技大会  代表女子 400M リレー優勝  女子走幅跳優勝 

       10,13・県中体連陸上競技大会  女子 1500M 優勝  女子走幅跳優勝 

       10,22・第４５回国民体育大会  走幅跳少女の部出場 

       11,13・県科学展県  教育委員会賞受賞 

       12, 1・本館南側花壇完成 

2,12,14・校舎内部８教室改装完了 

3, 1, 6・熊日学童スケッチ展  優秀学校賞受賞 

        1,15・本館南東側足洗い場完成 

        2, 1・飽託４町合併により北部町徳王を本校校区とする 

        2,10・県中学校１年生交歓サッカー大会  優勝 

     2,17・市中学校体操新人大会こん棒、なわ優勝 

        3,28・コンピュータ室にパソコン２１台設置完了 

       

3,7, 9・市中体連新体操大会  女子個人優勝 九州大会出場へ 

        7,14・中学校通信陸上熊本大会  男子 1500M優勝 九州大会出場へ 

        7,23・第８回全日本少年軟式野球  九州大会優勝 全国大会出場へ 

        7,25・県中体連柔道大会  女子中量級優勝 九州大会出場へ 

        8,10・九州中体連剣道大会  女子個人２位入賞 

        8,11・九州中体連新体操大会個人出場 

        8,20・全国中体連剣道大会  女子団体敢闘賞受賞 

        8,23・全国中体連バドミントン大会  女子団体３位、女子ダブルス２位入賞 

        8,25・市中学生学年別剣道選手権大会  女子優勝 

        8,26・共同調理場内装工事完了 

        8,29・市中学校バドミントン新人戦大会  １年男子シングルス優勝 

        9, 8・第１３回少年の主張県大会  一席入賞 

       10,13・県中体連陸上競技大会  １年男子 1500M２位入賞 

       11,19・県中学校剣道大会  女子優勝 

       11,20・県科学展  熊日ジュニア科学賞受賞 

       11,20・県発明工夫展  ＫＡＢ賞受賞 

       11,24・県中学校バドミントン新人戦大会  女子シングルス、ダブルス優勝 

       12,10・全国中学校人権作文コンクール  学校賞受賞 

     4, 2, 9・県中学校バドミントン新人戦大会  女子優勝 

        2,21・体育館放送設備取替工事完了 

 

     4, 6, 9・農具倉庫完成 

        8,23・全国中学校選抜剣道大会  女子団体敢闘賞受賞 

        8,25・全国中体連バドミントン大会  女子団体優勝、女子ダブルス２位、３位入賞 

       11, 1・市長旗中学生軟式野球大会準優勝 



       11, 8・熊本市会長杯バレーボール大会  男女優勝 

       11, 8・県下中学校剣道大会  女子優勝 

 12,19・熊本日々新聞社スポーツ奨励賞をバドミントン部女子が受賞 

     5, 2, 5・県スポーツ優秀賞（知事賞）をバドミントン部女子が受賞 

        3,16・受水槽改修工事完了 

      

5, 6,27・県中学校バドミントン選手権大会  男子シングルス優勝 

        7, 5・市中体連バレーボール大会  男子優勝、女子準優勝 

        7,23・県吹奏楽コンクール金賞受賞 

        7,25・県中体連バドミントン大会男子シングルス優勝、男子団体３位入賞 九州大会へ 

        7,25・県中体連バレーボール大会  女子団体３位入賞 

        8, 3・全国少年剣道優勝大会  女子団体優勝 

        8,24・全国中学校選抜剣道大会  女子団体３位入賞 

       11, 7・県下中学校剣道大会  女子優勝 

       11,25・県英語暗唱大会  ３位入賞 

       12,28・全国中学選抜若鷲旗剣道大会  女子団体３位入賞、個人シングルス優勝 

 

     6, 7, 4・市中体連バスケットボール大会  女子優勝 

        7,23・県吹奏楽コンクール金賞受賞 

        8,11・九州中体連バドミントン大会  女子シングルス３位入賞 

        8,11・九州中体連剣道大会  女子団体、女子個人優勝 

        8,21・全国中学校選抜剣道大会  女子団体優勝 

        7, 3・市中体連剣道大会女子団体、  女子個人優勝 

        7, 3・市中体連バドミントン大会  男子団体２位、個人ダブルス３位入賞、女子団体３位 

        9,16・スポーツ栄誉賞を剣道部女子が受賞 

       10,16・県中体連陸上競技大会  代表女子 100M３位入賞 

       10,27・市中体連駅伝大会  男女共３位入賞、県大会出場 

       11, 6・県下中学校剣道大会女子優勝 

   

7, 4,13・校門改修完成式・校地南側に漱石記念緑道完成 

        7,12・市中体連野球大会優勝 

        7,12・市中体連剣道大会  代表男子、女子優勝、２年男子、１年男子優勝 

        7,27・県中体連バドミントン大会  男子ダブルス３位 

        7,27・県中体連体操大会  床２位 

        8,10・道の絵コンクールＮＴＴ賞 

        8,23・全国中学校選抜剣道大会  女子団体敢闘賞 

        9,10・市中学新人水泳大会  １年男子 50M ﾊﾞﾀﾌﾗｲ１位 

       10､15・市中学生学年別剣道選手権大会  １年男子優勝 

       11,16・ドキュメントコミック講演会「ひろがれ緑の大地」開催 

     8, 2, 4・東部地区駅伝競走大会  中学女子の部３位 

        2,16・小中学生の税のポスター熊本県賞 

        2,18・市中学新人剣道大会  女子団体優勝、男子団体準優勝 

  

   8, 5,12・市陸上競技選手権大会  女子 800M 第１位 

          30・市中体連剣道大会  女子団体優勝、代表女子第２位 

            ・市中体連弓道大会  男子個人２年代表優勝 

        7, 7・市中体連体操大会  男子個人総合優勝 

          19・パソコン通信モデル校委嘱 

          22・体育館解体工事着工 

          27・県中体連剣道大会男子団体優勝 

        8, 2・全国少年剣道優勝大会準優勝 

        9,27・体育館建設工事にともなう遺跡調査開始 

       10,13・県器楽コンクール金賞受賞 

          27・県中学校１年生交歓サッカー大会優勝 

       11, 3・県下中学校剣道大会準優勝 

           4・市中学生軟式野球大会準優勝 

           5・体育館建設工事本格着工 

       11,19・ターナー夢アウォード天賞 

          26・市教委委嘱「基礎学力」研究発表 

     9, 3,11・体育館建築中のため、第 49 回卒業式を産業文化会館ホールで挙行 



   

    9, 4, 9・体育館建築中のため、第 51 回入学式を産業文化会館ホールで挙行 

        7,27・県中体連水泳体会  女子 200M 個人メドレー第３位 

            ・県中体連剣道大会  代表男子優勝、第２位、代表女子第２位 

       10,13・新体育館完成、翌日より使用開始 

       10,19・ＲＫＫ県器楽合奏コンクール  Ａの部金賞、最優秀賞受賞 

       11,19・新体育館落成式典挙行 

            ・創立 50 周年記念式典及び祝賀会を開催 

       11,28・熊本県学校体育研究発表大会中学部会公開授業及び発表 

       12, 4・社会体育倉庫、屋外トイレ完成 

    10, 2, 9・男子屋外部室（８室）完成 

 

  10, 7, 4・剣道大会男子準優勝 県大会出場へ 

        7,25・県器楽合奏コンクール最優秀賞受賞 

    9,  ・カウンセリングルーム完成 

     9,28・市中体連陸上大会男子優勝、総合準優勝、トラック準優勝 

       10,  ・市中体連駅伝大会女子準優勝、男子３位 県大会出場 

       11,  ・九州選抜県ソフトテニス大会３位 九州大会出場へ 

     

11, 7,  ・男子バレーボール部熊本市中体連優勝 

        7,  ・県器楽合奏コンクール 金賞 

    8,  ・女子バスケットボール部熊本県中体連準優勝九州大会へ 

     

12. 6, ・ブルガリア新体操大会個人６位  

    7, ・校舎運動場側大型時計取り替え設置 

            ・市中体連 男子バレーボール部優勝 

              新体操個人総合 優勝・２位 

 全国大会 新体操個人総合２位 

・調理場ボイラー工事（～８月） 

      ・県吹奏楽コンクール金賞受賞 

        9, ・焼却炉撤去。焼き物釜に（１月） 

    10, ・市陸上駅伝大会区間１位 男・女各１名 

    13. 1, ・ＰＴＡ「大楠の会」発足 

    3,  ・砂場改修工事。ランチルーム完成。 

  

  13, 4, ・生徒会・部活動地域美化ボランティアで熊本市ＰＴＡ連合会より表彰 

        7,  ・市中体連 男子バレーボール部  優勝  県大会出場３位 

                       女子バスケットボール部３位  県大会出場 

                        男子剣道部            ３位  県大会出場３位 

                       バドミントン      個人２位  県大会出場 

                       水泳部 自由形  個人優勝  県大会出場 

7,  ・県器楽合奏コンクール 金賞 

 8,  ・本校舎トイレ改修工事（洋式トイレ設置） 

        8,  ・本校舎廊下天井改修工事 

       11,  ・全国学校体育研究優良校受賞 

     14,3,  ・バドミントン全国大会個人出場 

 

     14,4,  ・自転車小屋改修工事。野球部ブルペン改修工事 

        7,  ・市中体連  バドミントン個人優勝  県大会出場 

剣道、水泳、新体操、体操各個人県大会出場 

        8,  ・東校舎トイレ改修工事 

            ・陸上九州大会、全国大会出場 個人（走り高跳び） 

            ・学校緑化コンクール「躍進賞」受賞 

            ・校内ＬＡＮ整備工事 

     15,3,  ・体育館ピロティー卒業制作設置 

   

15,6,  ・平成１４年度熊本県ＰＴＡ活動優良校表彰 

        7,  ・市中体連 野球部        準優勝 県大会出場   優勝 九州大会出場 

                        サッカー部    準優勝  県大会出場 

                        女子剣道部    準優勝  県大会出場 



        8,  ・野球部  九州中体連大会 ３位 

            ・学校緑化コンクール「ＴＫＵ賞」受賞 

        9,  ・市陸上中体連  準優勝 県大会出場 

                            優勝   県大会出場 

       10,  ・校長室改修 

16 2,  ・プール改修 

            ・北校舎ー本校舎通路改修（卒業制作含） 

       3,  ・北校舎卒業制作設置 

 

16  6,  ・石川洋氏講演会・はぐるま太鼓公演会 

        7,  ・市中体連 剣道部男子団体３位  県大会出場  優勝 九州大会出場 

                        剣道部   個人３位    県大会出場  ３位  九州大会出場 

                        バドミントン部  個人優勝  県大会出場  ２位   九州大会出場 

                        体操・新体操・テニス・空手各個人県大会出場 

            ・学校緑化コンクール 奨励賞 

       8， ・吹奏楽部 九州吹奏楽コンクール県大会 金賞   九州大会出場 銀賞 

            ・北校舎壁面改修 

       10， ・国連ユニセフ事務局長 キャロルベラミー氏 来校・講演会 

    17  3， ・特殊学級設置に伴う校舎改修 

 

17,7,  ・韓国コンジョン中学校来校 

          ・市中体連 剣道部（女子）準優勝 

剣道部 個人準優勝 

                  サッカー３位 

新体操 個人３位 

柔道  個人３位 

     8,  ・吹奏楽部 九州吹奏楽コンクール県大会 金賞   九州大会出場 銀賞 

10, ・岩代 浩一先生 記念講演 

12, ・本校舎から北校舎への３階渡り廊下の屋根設置 

・北校舎から東校舎への３階渡り廊下の屋根設置 

11，・バングラディシュより先生方来校 

         ・アメリカより先生方来校 

18  2, ・西校舎壁面改修 

・幸山 熊本市長「夢トーク」来校 

  3, ・特殊学級増設に伴う校舎改修 

            ・全九州中学校バスケットボール春季選手権大会  

          女子バスケットボール部 ベスト８ 

         ・全国都道府県対抗中学生バスケットボール大会 

          熊本県女子チーム選手として ２名出場 

     

18, 7, ・市中体連 

               女子バスケットボール  優勝 県大会優勝 

          剣道 女子       優勝  県大会出場 

          野球          ３位 県大会３位 

          サッカー        ３位 県大会出場 

          女子ソフトテニス    個人 県大会出場 

          女子バドミントン  個人優勝 県大会出場 

          女子テニス     個人３位 県大会３位 

          女子空手        個人  県大会３位 

       8，・九州中体連 

          女子バスケットボール ベスト８ 

           九州大会出場 銀賞 

            ・第２３回 NHK 杯全国中学校放送コンテスト アナウンス部門 優秀賞 

       11,・平成１７・１８・１９年度 文部科学省指定学力向上拠点形成事業推進校 

        平成１７・１８年度熊本市教育委員会委嘱「学力充実」研究推進校 研究発表会 

   19 1，・アスベスト除去工事 ３年職員室棟階段、特別教室棟階段、音楽室終了 

        3、・全国都道府県対抗中学生バスケットボール大会 ベスト８ 

            熊本県女子チーム選手として ２名出場 

 

19, 7 ・熊本市中体連 



           女子バスケットボール ２位   県大会３位 

                剣道         ２位  県大会２位 

           女子テニス      個人優勝    

 8  ・吹奏楽部 九州吹奏楽コンクール県大会 金賞  

 10 ・創立６０周年記念式典 

         ・能楽ワークショップ 

20 3 ・全国都道府県対抗中学生ソフトテニス大会 

          熊本県女子チームとして個人出場 

         ・九州オールスター中学生バスケットボール大会 

          熊本県女子チーム選手として １名出場 

 

20 7 ・熊本市中体連 

        女子バスケットボール 優勝  

        男子バレーボール   ３位 

        剣道  女子     ２位 

        女子ソフトテニス   団体準優勝  個人優勝 

        バドミントン 女子ダブルス３位 県大会 準優勝 九州大会 ３位 

        野球         準優勝 

        空手        個人３位 

        体操 鉄棒３位  県大会 鉄棒２位 

        柔道 女子 個人優勝 

              水泳 県大会 ４００ｍ個人メドレー 男子２位 

              ２００ｍ個人メドレー 男子３位 

       8 ・吹奏楽部 九州吹奏楽コンクール県大会 金賞  

       12 ・全国都道府県対抗中学生バレーボール大会 

          熊本県女子チーム選手として 個人出場 ３位 

          熊本県男子チーム選手として 個人出場 

  21 3 ・九州オールスター中学生バスケットボール大会 

            熊本県女子チーム選手として ２名出場 

            ・全国都道府県対抗中学生バスケットボール大会  

            熊本県女子チーム選手として １名出場 

      

21,6 ・市中体連 

           男子ソフトテニス  団体 準優勝 

           女子バレーボール  優勝 

           水泳        男子 総合 ５位 

          男子 ２００ｍ個人メドレー ２位 

             ２００ｍ自由形    ２位 

             １００ｍバタフライ  ３位 

           女子バスケット   ３位 

           剣道  女子    ３位 

            個人    ３位 

           空手  女子団体形 ２位 

             女子団体組手３位 

           体操  鉄棒 ２位 

                跳馬 ２位 

 7 ・第５４回熊本県中学校放送コンテスト 朗読部門最優秀賞   

       8 ・第５４回九州吹奏楽コンクール熊本支部予選 金賞  

      11・熊日学生音楽コンクール最優秀賞 熊日大賞  

   22 2 ・JBA ソロコンテスト県大会・九州大会 金賞  

          ・2 年立志式行事（金峰山往復） 

      ・学校環境版ＩＳＯ 優秀賞 

      

 

22,6 ・市中体連 

男子ソフトテニス 団体 準優勝  

男子バレーボール ３位 

水泳       男子 総合 ２位 

        男子 ２００ｍ個人メドレー １位   

                 １００ｍ平泳ぎ    １位 



                   ５０ｍバタフライ  ２位 

        7 ・県中体連   水泳  男子 ２００ｍ個人メドレー １位   

                                     ４００ｍ個人メドレー １位 

        8 ・第５４回九州吹奏楽コンクール熊本支部予選 金賞 

          ・九州中体連  水泳  男子 ２００ｍ個人メドレー １位   

                                    ４００ｍ個人メドレー  １位 

          ・全国中体連  水泳  男子 ２００ｍ個人メドレー ７位   

       10 ・熊本市中体連陸上大会 

                 代 表 男 子 走 り 幅 跳 び  優 勝  

      ・県 中 体 連 陸 上 競 技 大 会  

                  代表 男 子 走 り 幅 跳 び  ３ 位  

    23,2  ・第６回 JBA ソロコンテスト熊本県大会 金賞  

          ・2 年立志式行事（金峰山往復） 

          ・学校版環境ＩＳＯコンクール 地区優秀校 

       3 ・第６３回 卒業式 

     ・第８回 春季サッカーフェティバル優勝 

     ・九州中学校サッカー大会 第３位 

     ・第１３回九州音楽コンクール 管・打部門 最優秀賞  

 

23,7 ・市中体連大会 

        バドミントン 女子 団体 優勝 

              女子 ダブルス 準優勝   

            空手         女子 団体 ２位 

        ・県中学校陸上競技大会 共通男子 砲丸投げ３位 

         ・県中体連 

        バドミントン 女子 団体 ３位 

        体操     女子 団体 ３位 

        水泳 女子４００ｍ自由形 ２位  

           女子２００ｍバタフライ ３位  

        ソフトテニス 男子 個人準優勝  

      ・第５５回 九州吹奏楽コンクール熊本支部予選 金賞 優秀賞 

      ・ＮＨＫ杯全国中学生生放送コンテスト アナウンス部門 優良賞  

        10・市中体連陸上競技 代表男子４００ｍ ２位               

        12・県体操競技新人大会 女子団体総合２位 

                 女子個人総合３位 

      ・第４３回 ＲＫＫ県器楽合奏コンクール 銀賞 

       ・熊本県中学校英語暗唱大会中学１年の部 

      24 1 ・第６回 JBAソロコンテスト九州大会 金賞  

     2 ・熊本県中学生バスケットボール選手権大会 女子 優勝                           

        3 ・九州オールスター中学生バスケットボール大会 

         熊本県女子チーム選手として ４名出場 

           男子チーム選手として １名出場 

          ・全国都道府県対抗中学生バスケットボール大会  

        熊本県女子チーム選手として ３名出場 

        ・第６４回卒業式 

          ・第３２回全九州中学生バスケットボール春季選手権大会女子バスケットボール部出場 

 

24,7  ・市中体連大会 

      ・女子体操 団体 優勝 個人総合 ２位  

      ゆか 優勝    

      平均台 ２位  

  ・バスケットボール 女子２位  

      ・卓球 優勝  

      ・弓道 準優勝 男子個人 

        ＮＨＫ杯全国中学生放送コンテスト 朗読部門 優良賞  

        県中学生バドミントン選手権大会 男子団体 ３位 

            女子 ダブルス３位 

       ５７回九州吹奏楽コンクール熊本支部予選 金賞 

        県中体連大会 バドミントン 女子ダブルス ３位  

     体操 女子団体 優勝 



            水泳 女子８００ｍ自由形 ２位  

                女子４００ｍ自由形 ３位  

     男子２００ｍバタフライ １位  

     男子１００ｍバタフライ ３位  

     女子バスケットボール ３位 

     女子バレーボール ３位 

     .8 九州中学校水泳大会 女子８００ｍ自由形 ４位  

     .12 熊本市英語暗唱大会 三年 優勝  

         熊本県中学生体操競技新人大会 女子団体 総合 ３位 

         県英語暗唱大会 ２位  

    

 

25,7 市中体連大会 

       ・バレーボール 男子準優勝 

   ・体操 女子団体優勝 

   ・水泳 男子５０ｍバタフライ優勝 １００ｍバタフライ２位  

   女子１００ｍ自由形２位  

   ・空手  代表女子個人組手準優勝  

   ・卓球  優勝   

       第５８回九州吹奏楽コンクール熊本県予選 金賞 九州大会 銀賞  

         熊本県中学校総合体育大会   

   ・水泳   女子８００ｍ自由形 ２位  

     男子１００ｍバタフライ ３位  

     女子団体 優勝   

   ・体操     男子個人総合 ３位  

     男子鞍馬３位 鉄棒３位 ゆか３位  

    .8 九州中学校体育大会 

   ・体操     女子団体総合 ５位 

    .11 学校体育優良校として表彰される   

   平成２５年度人権啓発作品 絵、ポスターの部 最優秀  

      第５５回熊本市中学校生徒会連絡協議会弁論大会 最優秀  

   

  

26,7 熊本市中体連大会 

       ・バレーボール   女子優勝 

       ・体操       女子団体優勝 

男子個人優勝  

                 跳馬１位  

鞍馬１,２位、鉄棒１位、ゆか１位、跳馬２位  

  

          ・水泳       女子 200ｍ個人メドレー２位  

           第５９回九州吹奏楽コンクール熊本支部予選 金賞 

      .8  熊本県中学校総合体育大会 

   ・バレーボール   女子２位 

             ・体操       女子団体優勝 

男子個人優勝  

             ・水泳       男子 200ｍ自由形３位  

男子 400ｍリレー３位  

    .9  熊本市中体連大会   陸上 ２年女子 800ｍ ２位       

    .10   熊本市中体連大会   駅伝 女子の部２位 

   

      

       .6  熊本市中体連大会 

・軟式野球     ３位 

・体操       女子団体優勝 

女子種目別 跳馬３位  

 

男子鞍馬１位、鉄棒１位  

男子個人総合優勝、鞍馬・鉄棒・床１位、跳馬２位  

・水泳       男子 50ｍ自由形１位、100ｍ自由形３位  



男子 50ｍ自由形２位、100ｍ自由形２位  

男子 400ｍリレー３位  

男子 400ｍメドレーリレー３位  

女子 200ｍ個人メドレー１位   

              ・バドミントン   女子シングルス３位  

              ・ソフトテニス   男子団体３位 

・卓球       女子個人優勝  

・空手道      男子団体 形の部２位、１・２年個人組手３位  

 

 

27.7 熊本県吹奏楽コンクール 金賞 

熊本県中体連大会 

   ・体操       女子団体優勝 

女子平均台３位  

男子個人総合優勝、鉄棒・跳馬・鞍馬・床優勝  

男子個人総合３位、鞍馬２位、鉄棒３位  

      ・バドミントン   女子シングルス３位  

      ・水泳       男子 50ｍ自由形１位  

                 男子 50ｍ自由形２位、100ｍ自由形２位  

                 男子 400ｍリレー３位  

                 女子 400ｍ個人メドレー３位  

    .8  九州中体連大会     

       ・体操       男子個人総合２位、跳馬１位、鉄棒２位  

                                  男子跳馬１位  

九州吹奏楽コンクール 銀賞 

      .9  熊本市中体連陸上大会 代表女子走幅跳優勝  

代表女子 800ｍ２位  

代表女子 1500ｍ３位  

１年女子 800ｍ３位  

.10  熊本県中体連陸上大会 代表女子走幅跳優勝  

            熊本市中体連駅伝大会 女子の部２位  

女子３区 区間賞  

    

    

      .4  熊本地震発生 避難所開設   

地震による休校(４月１５日～５月８日）  学校再開 ５月９日 

      .5  体育大会 

      .6  避難所閉鎖(６月１０日 ５８日間） 

            熊本市中体連大会  

        ・バドミントン   男子団体 ２位 女子団体２位 

                                  男子ダブルス優勝      

                                  女子シングルス優勝       

                ・剣道       代表女子 ２位        

                                  １年男子  ３位            

                ・水泳            女子 200ｍ個人メドレー２位  

                ・硬式テニス    女子シングルス優勝       

                ・バスケットボール 女子２位 

                ・バレーボール    女子３位 

                ・ソフトテニス      女子団体３位 

      .7  熊本県中体連大会 

・バドミントン   男子ダブルス優勝       

        ・剣道       代表女子２位          

                ・水泳       女子 400ｍ個人メドレー       

・バスケットボール 女子３位 

・硬式テニス    女子シングルス２位      

通信陸上大会   男子共通走り高跳び優勝    

            熊本県吹奏楽コンクール 金賞(九州大会出場) 

      .8  九州中体連大会 

                 ・バドミントン   男子ダブルス３位            

            九州吹奏楽コンクール    銀賞 



      .9  市中体連陸上大会    男子 1500ｍ ２位            

                                    男子走高跳  ２位       

     .11   文化発表会       市民会館被災により本校体育館にて 

   

 

29.6  各教室エアコン設置完了 

      熊本市中体連大会  

        ・バドミントン   女子団体２位 

                                  男子シングルス２位      

                                  女子シングルス３位       

                                    女子ダブルス ２位     

                                        同        ３位          

         ・剣道       男子団体３位 

                ・水泳            女子 50ｍ自由形２位     

      .7    熊本県中体連大会 

                ・水泳            女子 200ｍ自由形２位     

            熊本県吹奏楽コンクール 金賞 

      .9  市中体連陸上大会    男子代表走高跳 ３位     

                                    男子代表リレー ２位     

                                    男子砲丸投げ   ２位         

     .10   県中体連陸上大会    男子代表走高跳 ２位                                 

創立７０周年記念式典  記念講演 大野勝彦氏 

    30.3  九州バレーボール選抜優勝大会  熊本県１位で出場 

 

30.6  熊本市中体連大会  

        ・バドミントン   女子団体優勝 

                                  女子ダブルス 優勝     

                ・女子バレー    優勝 

      熊本県中学選抜バレーボール選手権大会 優勝                          

      .7    熊本県中体連大会 

                ・女子バレー    優勝 

・水泳            女子 50ｍ自由形１位 100ｍ自由形２位  

        ・バドミントン   女子ダブルス 優勝     

・剣道       女子団体  準優勝 

            熊本県吹奏楽コンクール 金賞  

                    

 

    元.6  第３９回熊本県中学選抜バレーボール選手権大会  優勝 

.7    県中学校総合体育大会 

  ・100ｍ自由形  優勝  

                ・女子バレー   優勝 

・野球      優勝  

・剣道女子団体 準優勝 

.8    九州中学校総合体育大会 

  ・女子バレー   優勝 

   .8    全国中学校総合体育大会 

        ・女子バレー   ３位 

        ・体育館屋根改修工事 

・プール全面改修工事                     

 

 

 


