学校の沿革の概要
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柏崎市立荒浜中学校・高浜中学校が合併、柏崎市立松浜中学校となる
初代 太田 芳雄 校長発令
校章制定 考案 吉岡慎一教諭
校歌制定 作詞 谷澤龍史 作曲 篠原正敏
柏崎市立松浜中学校開校式（旧荒浜中学校体育館）
松浜中学校竣工式
プール完成
通信陸上新潟県大会 女子４×100MR 優勝 記録 52 秒 4
県中総体 女子 100M 優勝 中沢久子 記録 12 秒 9
女子４×100MR 優勝 記録 51 秒 4
二代 柳 泰次 校長発令
グラウンド完成
通信陸上新潟県大会 女子３種競技Ａ 優勝 竹内正美 記録 2,514 点
部室完成
野球ネット取付け、グラウンド水呑場新設（2 ケ所）
荒浜中学同窓の母校閉校記念碑除幕式と松浜中学校の掲揚塔贈呈式
通信陸上新潟県大会 400M 優勝 品田和人 記録 52 秒 1
県中総体 庭球女子個人 優勝 柴野八重・松井真由美組
文部省指定「心身障害児理解推進校」の実践について研究発表会開催
三代 箕輪 實 校長発令
県中総体陸上 400M 優勝 品田和人 51 秒 9 800M 優勝 品田和人 2 分 00 秒 6 最優秀選手賞受賞
全日中陸上(三重県)品田和人(3 年)品田真道(1 年)出場 800M 品田和人 記録 1 分 57 秒 6(予選タイム)
通信陸上新潟県大会 ２年 100M 優勝 品田真道 記録 11 秒 3
全日中陸上（福島県）２年 100M 出場 品田真道
通信陸上新潟県大会 100M 優勝 品田真道 記録 11 秒 1
男子 4×200MR 優勝 記録 1 分 32 秒 6 県新記録(全国大会出場)
文部省指定生徒指導総合推進校研究発表会
少年の主張新潟県大会 最優秀賞 石黒葉子
少年の主張全国大会 特別奨励賞 石黒葉子
四代 地原正夫 校長発令
県選技庭球弥彦大会個人戦優勝 品田真弓・牧口恵美子組
通信陸上新潟県大会
400M ２位 関谷 崇 51 秒 6
北信越総体陸上（福井）400M 優勝 関谷 崇 50 秒 85
全日中陸上（福島）
400M
関谷 崇（準決勝 50 秒 86）
少年の主張新潟県大会 優秀賞 品田真弓
県中総体陸上
4×200MR ２位 400M 牧口敬臣 ３位
北信越総体陸上（富山）4×200MR ４位
全日中陸上（宮崎）２年 100M 渡辺英樹出場
簡易保険作文 県知事賞 品田美佐子
学校保健優良校として県学校保健会より表彰される。
五代 小島 紀男 校長発令
県中総体 水泳 100M 背２位 藤野春樹 記録 1 分 06 秒 24
200M 背２位 藤野春樹 記録 2 分 21 秒 60（北信越大会出場）
全日中陸上（新潟市） ３年 200M 渡辺英樹 記録 22 秒 81（自己ベスト）
３年 100M 渡辺英樹 記録 11 秒 17
県絵画版画コンクール学校賞受賞、特選版画３年坂井梨理子、総画１年植木豊聡
六代 入澤 稔 校長発令
「いこいの庭」の庭開き
創立 10 周年記念式典及び祝賀会
通信陸上新潟県大会
３年 110MH 優勝 佐藤裕道
県中総体陸上
３年 110MH 優勝 佐藤裕道
北信越陸上大会（新潟） ３年 110MH 優勝 佐藤裕道
全日中陸上（北海道）
３年 110MH ５位 佐藤裕道
少年の主張新潟県大会
優秀賞 牧口知子
七代 矢澤 美義 校長発令
少年の主張新潟県大会
優秀賞 浅野陽子
生徒会主催「いじめを考える集会」開催
グランド改修工事（～8.28）
八代 後藤 典任 校長発令
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全国地域安全運動標語コンクール 県最優秀賞 ２年 角山美和
第 40 回新潟県児童生徒絵画・版画コンクール 絵画金賞 ３年 池田亜美、２年 品田理絵
九代 大谷 眞 校長発令
いきいきわくわく科学賞 県知事賞並びに東北電力賞 ３年選択理科
日本学生科学賞 県最優秀賞 ３年選択理科
通信陸上新潟県大会 １位 ３年 女子 100M 12 秒 50（大会新）200M 渡邊 梓
１位 1500M 品田貴恵子
県総体陸上競技大会 １位 女子 100M 200M 25 秒 39（大会新）渡邊 梓
北信越中学校陸上競技大会 １位 女子 200M 渡邊 梓
全日本中学校陸上競技大会 ２位 女子 200M 25 秒 05（県中新）渡邊 梓
第 56 回国民体育大会秋季大会 １位 少年Ｂ100M 準決勝で 12 秒 23（県中新）
第 32 回ジュニアオリンピック１位 クラス B200M 渡邊 梓 準決勝で 24 秒 88（県中新）
都道府県対抗女子駅伝大会（京都）品田貴恵子 出場
十代 丸山 四郎 校長発令
通信陸上新潟県大会 １位 女子 800M 2 分 17 秒 08 2 位 女子 1500M 品田貴恵子
県総体陸上競技大会 １位 女子 800M 1500M 品田貴恵子
北信越中学校陸上競技大会 １位 女子 800M 2 分 15 秒 97 品田貴恵子
第 57 回国民体育大会秋季大会 ５位 少年 B800M 品田貴恵子 準決勝で２分 13 秒 49
いきいきわくわく科学賞 県知事賞並びに東北電力賞 ３年選択理科
都道府県対抗女子駅伝大会（京都）品田貴恵子 出場
北信越中学校陸上競技大会 2 位 女子 200M 桑原みゆき
いきいきわくわく科学賞 県教育長賞 青木久依 木村古都乃 田中夏美
東京電力賞 佐藤ちひろ 品田沙織 霜田久子 村山由夏
十一代 佐藤 賢治 校長発令
県吹奏楽コンクール 金賞 中学校Ｂ小編成の部
通信陸上新潟県大会 １位 男子 走り幅跳び 渡邊祐介 １位 四種競技 品田昌希
県中総体 野球部出場 陸上 １位 男子 走り幅跳び 渡邊祐介 １位 男子 四種競技 品田昌希
水泳 ２位 200M 平泳ぎ 牧口航平
北信越大会 １位 男子 走り幅跳び 渡邊祐介
いきいきわくわく科学賞 新潟日報社賞 秋山直樹 大島薫子 品田慶介 品田健太 柴野成美 吉田裕貴
渡邊 俊 井上直瑛 遠藤 剛 品田聖爾 牧口航平
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県中総体 陸上競技 5 位 男子 走り高跳び 佐野陸哉
わたしの主張柏刈大会 最優秀賞 中澤寛子
新大全国書初大会 団体優秀賞
十二代 山崎 光隆 校長発令
県吹奏楽コンクール 金賞 中学校Ｂ小編成の部
わたしの主張柏刈大会 最優秀賞 杉山萌奈
後援会費集金方法改正
わたしの主張柏刈大会 特別賞 宮澤英里
学力向上実践研究発表会 国語
県中総体 陸上競技 男子 110mH 松井綾摩 出場
県中教研・上越地区指定研究「国語」研究発表会(兼 20～22 年度文科省学力向上実践研究「国語」)
十三代 荻野 健一 校長発令
グラウンド・バックネット入替工事完成
県中総体 陸上競技 男子 400m 林 悠宇 6 位
十四代 佐藤 幸治 校長発令
全国人権作文コンテスト 文部科学大臣奨励賞 蓬田怜奈
北信越総体 水泳競技 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 10 位 品田敏也
柏刈駅伝競走大会 優勝 松浜中Ａﾁｰﾑ
創立３０周年記念式典・白波祭
北信越総体 水泳競技 女子 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 9 位 松浜中ﾁｰﾑ
新大全国書初大会 団体優秀賞
十五代 坂詰 浩一 校長発令
県中総体 陸上競技 男子 400m 西巻 光 3 位
水泳競技 男子 100m 平泳 矢嶋峻矢 8 位
県中総体 水泳競技 男子 100m 平泳 矢嶋峻矢 2 位
男子 400m 自由形 藤野銀河 7 位
校舎大規模改修終了、普通教室エアコン設置
県中総体 水泳競技 男子 100m 自由形、200m 自由形 藤野銀河 5 位
十六代 矢沢 欣也 校長発令

