
平成 30 年度

本県の体力向上に関する取り組み



１ しずおか元気っ子Ｌab（ラボ）～静岡県子供の体力向上ホームページ～

静岡県教育委員会健康体育課で実施している、体力向上についての様々な取り組みを紹介するホーム

ページを開設します。教員、児童、生徒、保護者が自由にアクセスすることができ、誰もが簡単に体力向

上に関する情報を手に入れられるようにします。

(1) ホームページの内容

ア 子供の体力向上ふじさんプログラム イ 体力アップコンテスト しずおか

ウ 新体力テスト エ 実技指導協力者派遣事業

オ 部活動情報 カ オリンピック・パラリンピック教育

＊イ、ウの登録・入力については、ホームページからアクセスしてください。

(2) アドレス https://www.stte-shizuoka.jp/

＊パソコン、スマートフォンどちらでもアクセスできます。

(3) ＨＰ画面

＜トップページ＞ ＜実技指導協力者派遣事業ページ＞

＜オリパラ教育ページ＞
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「子どもの体力向上 ふじさんプログラム」

「しずおか元気っ子Ｌab（ラボ）～静岡県子供の体力向上ホームページ～」から、誰でも自由にア

クセスすることができます。

体つくり運動やゲームなど、現場感覚を重視した運動プログラムのデータベースで、１種目１分～

５分程度で行える運動の動画を掲載しています。投能力向上のための動画もありますので、ぜひ御活

用ください
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３ 平成 30年度 体力アップコンテスト しずおか

(1) 概要とねらい

平成 16 年から、県内公立小学校のすべての児童が、

学級単位で種目の記録に挑戦し、体力づくりに取り組

む「体力アップコンテスト しずおか」を実施してい

ます。

コンテストへの参加を通して、仲間と関わりながら

運動する楽しさや達成感を味わい、体力の向上を図る

とともに、日頃から運動する習慣や好ましい人間関係

を育むことを目的としています。

(2) 期 間

＜チャレンジ部門＞

【 実 施 期 間 】平成 30 年５月 10 日（木）から平成 31年１月 17 日（木）

【登録可能期間】平成 30 年５月 10 日（木）から平成 31年１月 18 日（金）

＊ 最終日の混乱を避けるため、１月 18日（金）は入力のみとしました。

＜ダンス部門＞

【申込締切】 平成 30年 12 月 14 日（金）

(3) 対 象

県内国公立・私立小学校及び国公立特別支援学校小学部

(4) 種 目

ア チャレンジ部門（全ての学級）

４月から７月末までを体力向上チャレンジ期間として、「みんなで ドッジボールラリー」に全学級

参加を呼びかけ、80%以上の参加を達成した学校には賞状を授与します。

イ ダンス部門（参加を希望する団体）

(5) 実績報告

平成 30年度の参加校数は県内 507 校中 336 校で、参加率は 66.3％でした。

平成 31 年２月７日にグランシップで表彰式を開催し、各種目の上位入賞校を表彰しました。藤枝市

立瀬戸屋小学校の８の字とびの実演や、静岡市立大里西小学校のダンス映像など、大変盛り上がりまし

た。

種 目 内 容

みんなで ８の字とび
３分間、８の字とびによる連続回旋跳びを行い、なわを何回

跳べたかを競います。

【強化種目】

みんなで ドッジボールラリー

３分間、１つのボールを使ってキャッチボールを行い、何回

捕球できたかを競います。

みんなで まと当て まとにボールを当て、距離に応じた得点合計を競います。

みんなで ジャンプ 連続回旋跳びで、なわを何回跳べたかを競います。

【新ルール】

みんなで リレー

１人が 25ｍ往復を走る学級全員の折り返しリレーで、１人

当たりの平均タイムを競います。

種 目 内 容

みんなで リズムダンス グループや学級、学年等で創作したリズムダンス。
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№１

順位 学校名 学級 記録 順位 学校名 学級 記録
第1位 浜松市立舞阪小学校 1年1組 377回 第1位 伊東市立西小学校 1年2組 137回
第2位 浜松市立与進小学校 1年4組 328回 第2位 伊東市立西小学校 1年1組 123.08回
第3位 焼津市立黒石小学校 1年1組 312回 第3位 三島市立坂小学校 1年1組 121.83回
第4位 藤枝市立瀬戸谷小学校 1年1組 289回 第4位 伊豆市立修善寺小学校 1年1組 108.25回
第5位 浜松市立舞阪小学校 1年3組 274回 第5位 富士市立原田小学校 1年2組 104.75回
第6位 伊豆市立修善寺小学校 1年1組 263回 第6位 浜松市立新原小学校 1年2組 101.66回
第7位 三島市立錦田小学校 1年1組 263回 第7位 熱海市立泉小学校 1年1組 96回
第8位 伊東市立八幡野小学校 1年1組 263回 第8位 伊豆の国市立大仁小学校 1年2組 96回

順位 学校名 学級 記録 順位 学校名 学級 記録
第1位 藤枝市立瀬戸谷小学校 2年1組 432回 第1位 伊豆市立修善寺小学校 2年1組 149回
第2位 伊豆市立修善寺南小学校 2年2組 408回 第2位 熱海市立桃山小学校 2年1組 147.5回
第3位 焼津市立黒石小学校 2年2組 405回 第3位 三島市立佐野小学校 2年1組 143.8回
第4位 静岡市立葵小学校 2年2組 385回 第4位 熱海市立網代小学校 1，2年複式組 141回
第5位 伊豆市立修善寺南小学校 2年1組 352回 第5位 三島市立北小学校 2年2組 127.83回
第6位 三島市立錦田小学校 2年2組 345回 第6位 西伊豆町立田子小学校 2年1組 123回
第7位 菊川市立小笠北小学校 2年2組 339.5回 第7位 三島市立坂小学校 2年1組 121.16回
第8位 浜松市立西小学校 2年2組 320回 第8位 吉田町立自彊小学校 2年2組 118.14回

順位 学校名 学級 記録 順位 学校名 学級 記録
第1位 藤枝市立瀬戸谷小学校 3年1組 430回 第1位 熱海市立網代小学校 3年1組 169回
第2位 静岡市立西奈南小学校 3年2組 419回 第2位 三島市立坂小学校 3年1組 118.5回
第3位 浜松市立船越小学校 3年2組 413回 第3位 熱海市立泉小学校 3年1組 112回
第4位 静岡市立賎機南小学校 3年1組 387回 第4位 三島市立沢地小学校 3年2組 111.75回
第5位 伊豆市立修善寺小学校 3年1組 380回 第5位 長泉町立長泉小学校 3年3組 110.16回
第6位 函南町立西小学校 3年3組 376.5回 第6位 長泉町立北小学校 3年2組 105回
第7位 藤枝市立青島北小学校 3年1組 369.5回 第7位 伊豆市立修善寺小学校 3年1組 104.5回
第8位 藤枝市立朝比奈第一小学校 3年1組 365回 第8位 裾野市立千福が丘小学校 3年1組 103.5回

順位 学校名 学級 記録 順位 学校名 学級 記録
第1位 浜松市立与進小学校 4年1組 460回 第1位 熱海市立網代小学校 4年1組 167.33回
第2位 静岡市立中田小学校 4年1組 458回 第2位 三島市立坂小学校 4年1組 133.66回
第3位 袋井市立袋井西小学校 4年1組 458回 第3位 富士市立大淵第一小学校 4年3組 122.25回
第4位 藤枝市立瀬戸谷小学校 4年1組 452回 第4位 三島市立北小学校 4年1組 122.11回
第5位 磐田市立竜洋北小学校 4年1組 443回 第5位 浜松市立上島小学校 4年4組 122回
第6位 浜松市立与進小学校 4年3組 438回 第6位 浜松市立上島小学校 4年5組 122回
第7位 静岡市立葵小学校 4年2組 420回 第7位 西伊豆町立田子小学校 4年1組 121回
第8位 磐田市立富士見小学校 4年1組 414回 第8位 函南町立函南小学校 4年1組 115回

順位 学校名 学級 記録 順位 学校名 学級 記録
第1位 富士市立岩松北小学校 5年3組 496回 第1位 熱海市立網代小学校 5年1組 137回
第2位 藤枝市立瀬戸谷小学校 5年1組 495回 第2位 伊東市立大池小学校 5年3組 123.5回
第3位 三島市立佐野小学校 5年1組 464回 第3位 三島市立坂小学校 5年1組 122.2回
第4位 菊川市立小笠南小学校 5年1組 452回 第4位 伊豆市立中伊豆小学校 5年2組 120.75回
第5位 静岡市立服織小学校 5年2組 450回 第5位 伊東市立西小学校 5年1組 112.8回
第6位 三島市立山田小学校 5年2組 442回 第6位 熱海市立桃山小学校 4,5年複式 109.33回
第7位 伊豆市立中伊豆小学校 5年1組 432回 第7位 三島市立錦田小学校 5年3組 108.28回
第8位 御前崎市立御前崎小学校 5年2組 416回 第8位 富士宮市立西小学校 5年1組 108.25回

順位 学校名 学級 記録 順位 学校名 学級 記録
第1位 藤枝市立瀬戸谷小学校 6年1組 625回 第1位 熱海市立網代小学校 6年1組 152回
第2位 浜松市立県居小学校 6年1組 577回 第2位 浜松市立佐藤小学校 6年1組 142.4回
第3位 浜松市立入野小学校 6年1組 559回 第3位 三島市立沢地小学校 6年2組 134.33回
第4位 浜松市立入野小学校 6年3組 532回 第4位 静岡市立新通小学校 6年2組 133.33回
第5位 浜松市立三ケ日東小学校 6年1組 528回 第5位 浜松市立都田南小学校 6年1組 133.16回
第6位 三島市立錦田小学校 6年3組 514回 第6位 沼津市立千本小学校 6年1組 125.66回
第7位 浜松市立与進小学校 6年5組 466回 第7位 伊豆の国市立大仁小学校 6年3組 124.75回
第8位 菊川市立小笠北小学校 6年2組 452.5回 第8位 伊東市立大池小学校 6年1組 123.66回

順位 学校名 特別支援 記録 順位 学校名 特別支援 記録
第1位 浜松市立県居小学校 すみれ・たんぽぽ組 318回 第1位 浜松市立気田小学校 ほほえみ組 117回
第2位 浜松市立二俣小学校 あおぞら組 272回 第2位 伊豆の国市立長岡南小学校 5組あやめ 107回
第3位 浜松市立与進小学校 あかまつ組 240回 第3位 伊豆市立土肥小学校 2組 100回

チャレンジ部門　上位入賞校

みんなで８の字とび みんなでドッジボールラリー
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順位 学校名 学級 記録 順位 学校名 学級
第1位 函南町立東小学校 1年4組 34.1点 第1位 熱海市立泉小学校 1年1組
第2位 浜松市立三ケ日西小学校 1年2組 23.26点 第2位 島田市立湯 日小学校 1年1組
第3位 浜松市立都田南小学校 1年2組 20点 第3位 西伊豆町立仁科小学校 1年松組
第4位 沼津市立第五小学校 1年1組 17.57点 第4位 川根本町立本川根小学校 1年1組
第5位 湖西市立鷲津小学校 1年2組 17.27点 第5位 森町立天方小学校 1年1組
第6位 沼津市立第五小学校 1年2組 17.03点
第7位 湖西市立鷲津小学校 1年5組 15.2点 順位 学校名 学級
第8位 湖西市立鷲津小学校 1年3組 14.83点 第1位 熱海市立泉小学校 2年1組

第2位 掛川市立日坂小学校 2年1組
順位 学校名 学級 記録 第3位 浜松市立上阿多古小学校 2年1組
第1位 三島市立北小学校 2年1組 27点 第4位 富士宮市立富士根北小学校粟倉分校 2年1組
第2位 伊東市立八幡野小学校 2年1組 25.9点 第5位 森町立三倉小学校 1・2年複式
第3位 浜松市立三ケ日西小学校 2年1組 24.51点 第6位 伊東市立西小学校 2年1組
第4位 伊東市立西小学校 2年2組 23.1点 第7位 川根本町立本川根小学校 2年1組
第5位 湖西市立東小学校 2年 20点 第8位 森町立天方小学校 2年1組

順位 学校名 学級 記録 順位 学校名 学級
第1位 浜松市立上島小学校 3年5組 52.5点 第1位 熱海市立泉小学校 3年1組
第2位 三島市立北小学校 3年2組 50.7点
第3位 湖西市立鷲津小学校 3年2組 43.09点 順位 学校名 学級
第4位 湖西市立東小学校 3年 36.25点 第1位 静岡市立賎機北小学校 4年1組
第5位 浜松市立三ケ日西小学校 3年1組 33.66点 第2位 掛川市立日坂小学校 4年1組
第6位 湖西市立鷲津小学校 3年5組 33点 第3位 森町立三倉小学校 3・4年複式
第7位 伊東市立西小学校 3年1組 29点 第4位 熱海市立泉小学校 4年1組
第8位 湖西市立鷲津小学校 3年1組 25.58点 第5位 藤枝市立葉梨西北小学校 4年1組

第6位 富士宮市立富士根北小学校粟倉分校 4年1組
順位 学校名 学級 記録 第7位 森町立天方小学校 4年1組
第1位 三島市立北小学校 4年1組 60.83点
第2位 三島市立北小学校 4年4組 47.5点 順位 学校名 学級
第3位 三島市立北小学校 4年2組 37.82点 第1位 浜松市立西都台小学校 5年1組
第4位 浜松市立三ケ日西小学校 4年1組 36.04点 第2位 掛川市立日坂小学校 5年1組
第5位 浜松市立上島小学校 4年4組 33.5点 第3位 熱海市立泉小学校 5年1組
第6位 浜松市立上島小学校 4年5組 32.6点 第4位 森町立天方小学校 5年1組
第7位 伊東市立西小学校 4年2組 32.4点
第8位 浜松市立三ケ日西小学校 4年2組 31.66点 順位 学校名 学級

第1位 熱海市立泉小学校 6年1組
順位 学校名 学級 記録 第2位 森町立天方小学校 6年1組
第1位 伊東市立八幡野小学校 5年2組 54.6点 第3位 下田市立下田小学校 6年2組
第2位 浜松市立西都台小学校 5年2組 51.75点 第4位 静岡市立新通小学校 6年1組
第3位 伊東市立西小学校 5年1組 47.8点 第5位 静岡市立新通小学校 6年2組
第4位 伊東市立八幡野小学校 5年1組 42.83点

第5位 伊東市立西小学校 5年2組 33.4点 順位 学校名 特別支援
第6位 沼津市立原東小学校 5年1組 31.3点 第1位 沼津市立第五小学校 なかよし組
第7位 伊東市立南小学校 5年2組 24.24点 第2位 島田市立島田第一小学校 4，5，6，7組

第8位 静岡市立新通小学校 5年1組 15点 第3位 焼津市立小 川小学校 6組

順位 学校名 学級 記録
第1位 伊豆の国市立大仁小学校 6年2組 70.8点
第2位 下田市立下田小学校 6年1組 57点
第3位 湖西市立鷲津小学校 6年2組 51.66点
第4位 浜松市立三ケ日西小学校 6年2組 48.12点
第5位 浜松市立三ケ日西小学校 6年1組 43.88点
第6位 伊東市立八幡野小学校 6年2組 41.2点
第7位 伊豆の国市立韮山小学校 6年1組 38.8点
第8位 西伊豆町立仁科小学校 6年 38.6点

チャレンジ部門　上位入賞校
みんなで的あて【20人以上の部】 みんなで的あて【19人以下の部】
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№3

順位 学校名 学級 記録 順位 学校名 学級 記録
第1位 伊豆市立熊坂小学校 1年1組 36回 第1位 熱海市立泉小学校 1年1組 11.65秒
第2位 浜松市立都田南小学校 1年2組 17回 第2位 伊東市立川奈小学校 1年1組 13.44秒
第3位 三島市立佐野小学校 1年1組 14.66回 第3位 函南町立桑村小学校 1年1組 13.56秒
第4位 浜松市立与進小学校 1年5組 10回 第4位 静岡市立東源台小学校 1年1組 14.06秒
第5位 浜松市立与進小学校 1年3組 5.5回 第5位 掛川市立大坂小学校 1年雪組 14.33秒
第6位 浜松市立与進小学校 1年6組 4回 第6位 熱海市立多賀小学校 1年1組 14.54秒
第7位 浜松市立初生小学校 1年3組 3.5回 第7位 掛川市立大坂小学校 1年月組 14.7秒
第7位 浜松市立初生小学校 1年2組 3.5回 第8位 三島市立沢地小学校 1年2組 14.75秒

順位 学校名 学級 記録 順位 学校名 学級 記録
第1位 浜松市立初生小学校 2年1組 57回 第1位 熱海市立泉小学校 2年1組 12.53秒
第2位 裾野市立須山小学校 2年1組 32回 第2位 静岡市立中田小学校 2年1組 12.85秒
第3位 函南町立函南小学校 2年1組 29.33回 第3位 熱海市立桃山小学校 2年1組 13.22秒
第4位 伊豆市立熊坂小学校 2年1組 26回 第4位 浜松市立都田南小学校 2年2組 13.52秒
第5位 磐田市立竜洋北小学校 2年2組 25回 第5位 浜松市立都田南小学校 2年1組 13.78秒
第6位 浜松市立与進小学校 2年3組 20.66回 第6位 伊東市立大池小学校 2年2組 13.95秒
第7位 浜松市立与進小学校 2年4組 14.33回 第7位 伊東市立西小学校 2年1組 14秒
第8位 浜松市立与進小学校 2年5組 14回 第8位 浜松市立芳川北小学校 2年1組 14.73秒

順位 学校名 学級 記録 順位 学校名 学級 記録
第1位 浜松市立船越小学校 3年2組 71.5回 第1位 浜松市立上島小学校 3年5組 11.08秒
第2位 伊豆市立天城小学校 3年2組 44.5回 第2位 熱海市立泉小学校 3年1組 12.34秒
第3位 浜松市立初生小学校 3年3組 25回 第3位 熱海市立多賀小学校 3年1組 12.58秒
第4位 浜松市立船越小学校 3年1組 24.5回 第4位 静岡市立清水浜田小学校 3年1組 12.96秒
第5位 伊豆市立天城小学校 3年1組 22.5回 第5位 袋井市立高南小学校 3年1組 12.97秒
第6位 浜松市立初生小学校 3年4組 19回 第6位 下田市立白浜小学校 3年1組 13.14秒
第7位 浜松市立与進小学校 3年1組 16.33回 第7位 静岡市立西奈南小学校 3年2組 13.2秒
第8位 浜松市立上島小学校 3年5組 15.5回 第8位 浜松市立双葉小学校 3年1組 13.43秒

順位 学校名 学級 記録 順位 学校名 学級 記録
第1位 浜松市立気田小学校 4年1組 106回 第1位 熱海市立泉小学校 4年1組 11.55秒
第2位 浜松市立入野小学校 4年2組 78.5回 第2位 三島市立向山小学校 4年2組 12.24秒
第3位 函南町立函南小学校 4年1組 64回 第3位 函南町立東小学校 4年1組 12.32秒
第4位 浜松市立伎倍小学校 4年2組 62.33回 第4位 函南町立函南小学校 4年1組 12.34秒
第5位 浜松市立伎倍小学校 4年1組 58.33回 第5位 三島市立東小学校 4年1組 12.62秒
第6位 浜松市立初生小学校 4年4組 45.5回 第6位 浜松市立双葉小学校 4年1組 13.21秒
第7位 浜松市立河輪小学校 4年1組 44.5回 第7位 函南町立桑村小学校 4年1組 13.28秒
第8位 伊東市立西小学校 4年2組 42.5回 第8位 函南町立東小学校 4年3組 13.3秒

順位 学校名 学級 記録 順位 学校名 学級 記録
第1位 三島市立佐野小学校 5年2組 150回 第1位 静岡市立安倍口小学校 5年1組 11.01秒
第2位 三島市立錦田小学校 5年1組 111.66回 第2位 三島市立佐野小学校 5年1組 11.05秒
第3位 函南町立函南小学校 5年1組 108回 第3位 静岡市立安倍口小学校 5年2組 11.56秒
第4位 三島市立北上小学校 5年1組 104.66回 第4位 熱海市立多賀小学校 5年1組 11.75秒
第5位 浜松市立初生小学校 5年4組 97.66回 第5位 函南町立函南小学校 5年1組 11.83秒
第6位 浜松市立西都台小学校 5年1組 74.5回 第6位 函南町立函南小学校 5年2組 11.9秒
第7位 伊東市立大池小学校 5年2組 73回 第7位 熱海市立桃山小学校 4,5年複式 12.19秒
第8位 浜松市立初生小学校 5年2組 62回 第8位 伊東市立川奈小学校 5年1組 12.55秒

順位 学校名 学級 記録 順位 学校名 学級 記録
第1位 浜松市立入野小学校 6年3組 366.66回 第1位 熱海市立多賀小学校 6年1組 10.8秒
第2位 静岡市立新通小学校 6年1組 346.5回 第2位 熱海市立泉小学校 6年1組 10.89秒
第3位 浜松市立初生小学校 6年1組 322.33回 第3位 函南町立函南小学校 6年1組 11.3秒
第4位 静岡市立清沢小学校 6年1組 319回 第4位 浜松市立都田南小学校 6年1組 11.51秒
第5位 浜松市立初生小学校 6年2組 286.33回 第5位 熱海市立多賀小学校 6年2組 11.56秒
第6位 浜松市立初生小学校 6年3組 231回 第6位 島田市立六合東小学校 6年1組 11.65秒
第7位 三島市立錦田小学校 6年1組 210.33回 第7位 浜松市立都田南小学校 6年2組 11.79秒
第8位 静岡市立新通小学校 6年2組 204回 第8位 熱海市立桃山小学校 6年1組 11.84秒

順位 学校名 特別支援 記録 順位 学校名 特別支援 記録
第1位 浜松市立葵が丘小学校 あおい学級 102回 第1位 掛川市立横須賀　小学校 チャレンジ2組 12.91秒
第2位 浜松市立気田小学校 ほほえみ組 59回 第2位 沼津市立第五小学校 なかよし組 13.91秒
第3位 浜松市立与進小学校 あかまつ組 6回 第3位 掛川市立横須賀小学校 チャレンジ1組 13.99秒

チャレンジ部門　上位入賞校
みんなでジャンプ みんなでリレー
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賞 学校名 作品名 参加児童

最優秀賞 静岡市立大里西小学校
　Ｙｅｌｌｏｗ　Ｐｏｗｅｒ
　　　　　　一心同体　黄色帽子の思い出

６年生

優秀賞 三島市立南小学校 スマイルサンシャイン２８ ４年１組

優秀賞 浜松市立気賀小学校 ハロー気賀っ子６－３ ６年３組

優良賞 浜松市立北浜東小学校 Happiness 8 girls! ダンスクラブ６年生

優良賞 藤枝市立藤岡小
　エンジョイダンス！！
　　　　　　　　やってみよう！！

１，２年生

優良賞 磐田市立東部小学校
　みんなで元気にトライトライ！！
　　　　　　全校ダンス『やってみよう』

エンジョイ
ダンス委員会

優良賞 浜松市立北浜東小学校 Happy shake 9 girls! ダンスクラブ４，５年生

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ダンス部門　　みんなでリズムダンス

特別賞　表彰校

【チャレンジ部門】　みんなでドッジボールラリー　学校参加率80％達成校

学校名 

富士宮市立西小学校

裾野市立須山小学校

伊豆市立熊坂小学校

函南町立丹那小学校

清水町立西小学校

小山町立成美小学校

掛川市立第二小学校

磐田市立東部小学校

湖西市立白須賀小学校

湖西市立新居小学校

浜松市立追分小学校

浜松市立花川小学校
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４ 平成30年度 新体力テスト優秀校・優良校の表彰

(1) 目 的

小学生の体力向上が本県の課題であることから、小学校の新体力テストの成績上位校を表彰する

ことで各学校の意識の向上を図る目的で実施しています。

(2) 対 象

３年生以上の、全種目に参加した児童が対象となります。参加児童数によって「69人以下の部」

と「70人以上の部」に分け、男女別で上位10校までを表彰します。

（ア）優秀校

「総合評価平均得点」が上位５位までの学校。

（イ）優良校

「総合評価平均得点」が上位６位から10位までの学校。

(3)「総合評価平均得点」の算出方法

新体力テストの体力合計点の段階値を点数化し、全種目参加人数で平均値を算出しました。

（Ａ５点、Ｂ４点、Ｃ３点、Ｄ２点、Ｅ１点）

(4) 表彰式

優秀校の上位２校が、平成31年２月７日（木）にグランシップで開催された「体力アップコン

テストしずおか」の表彰式に出席しました。

【写真】「70人以上の部」で男女とも３年連続で第１位となった熱海市立多賀小学校
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1 熱海市立多賀小学校 1 熱海市立多賀小学校

2 熱海市立第二小学校 2 浜松市立西都台小学校

3 浜松市立西都台小学校 3 浜松市立光明小学校

4 浜松市立大平台小学校 4 熱海市立第二小学校

5 浜松市立光明小学校 5 伊豆の国市立韮山南小学校

6 浜松市立新原小学校 6 静岡市立大谷小学校

7 静岡市立安倍口小学校 7 伊豆の国市立大仁小学校

8 函南町立東小学校 8 伊東市立西小学校

9 三島市立佐野小学校 9 浜松市立東小学校

10 伊豆の国市立韮山南小学校 10 浜松市立伊佐見小学校

1 浜松市立有玉小学校萩原分校 1 熱海市立初島小学校

2 川根本町立中川根第一小学校 2 富士市立大淵第二小学校

3 熱海市立網代小学校 3 静岡市立大川小中学校

4 富士市立大淵第二小学校 4 静岡市立玉川小学校

5 静岡市立大河内小中学校 5 熱海市立網代小学校

5 富士宮市立稲子小学校 6 富士市立東小学校

7 浜松市立上阿多古小学校 7 浜松市立平山小学校

8 静岡市立井川小中学校 8 静岡市立清水和田島小学校

8 西伊豆町立田子小学校 8 静岡市立由比北小学校

10 浜松市立平山小学校 8 静岡市立清水小河内小学校

平成30年度新体力テスト結果一覧

　◇ 小学校 男子 (参加者70名以上の部　総合評価順) 　◇ 小学校 女子 (参加者70名以上の部　総合評価順)

優秀校 優秀校

優秀校 優秀校

優秀校 優秀校

優秀校 優秀校

優秀校 優秀校

優良校 優良校

優良校 優良校

優良校 優良校

優良校 優良校

優良校 優良校

　◇ 小学校 男子 (参加者69名以下の部　総合評価順) 　◇ 小学校 女子 (参加者69名以下の部　総合評価順)

優秀校 優秀校

優秀校 優秀校

優秀校 優秀校

優秀校 優秀校

優秀校 優秀校

優秀校 優良校

優良校 優良校

優良校 優良校

優良校 優良校

優良校 優良校

順位 学校名 成績 順位 学校名 成績

順位 学校名 成績 順位 学校名 成績
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最 優 秀 校 20 韮 山 (430) 35 韮 山 (397) 4 沼 津 工 (49) 2 清 水 東 (20)

8 清 水 東 (443) 22 富 士 東 (357) 5 島 田 商 (25) 2 浜 松 北 (32)

18 富 士 (519) 18 富 士 (433) 榛 原 (30) 7 島 田 商 (10)

5 駿河総合 (309) 10 焼津水産 (187)

23 富 士 東 (369) 8 清 水 東 (377)

5 藤 枝 東 (477) 6 藤 枝 東 (334)

5 伊豆中央 (313) 5 駿河総合 (505)

9 焼津水産 (349) 4 伊豆中央 (284)

3 吉 原 工 (496) 沼 津 東 (383)

沼 津 東 (432) 3 三 島 北 (530)

三 島 南 (257) 三 島 南 (468)

最 優 秀 校

優 秀 校

５　第19回静岡県高等学校新体力テスト記録会　被表彰校一覧

全　　　日　　　制 定 時 制 ・ 通 信 制

男　　子 女　　子 男　　子 女　　子

1　校 1　校 １ 校 １ 校

10 校 10 校 ２ 校 ２ 校

※学校名の左の数字は優秀校連続獲得年数、(　)内は全種目参加者数

優 秀 校
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