
令和２年度　諸活動の記録（県大会以上の主なもの）

１年生

東国文化自由研究 知事賞 1411 小林　香穂

東国文化自由研究 教育長賞 1325 橋本　美佳

東国文化自由研究 優秀賞 1120 丹沢　莉々佳

東国文化自由研究 優秀賞 1419 寺本　莉菜

第80回全国教育美術展 特選 1208 川嶋　風和里

第80回全国教育美術展 佳作 1308 加藤　紫花

２年生

クラウドファンディングCC全国応援動画審査会 金賞 2118 白石 実生

令和2年度群馬県中学校新人大会　女子共通　走幅跳 第４位 2415 高橋 こはる

令和2年度群馬県中学校新人大会　女子共通　800ｍ 第４位 2416 髙橋 もも

令和2年度群馬県中学校新人大会　水泳男子　200ｍバタフライ 第１位 2325 細沢 颯太

令和2年度群馬県中学校新人大会　水泳男子　100ｍバタフライ 第３位 2325 細沢 颯太

第66回青少年読書感想文全国コンクール群馬県審査　中学校の部　自由読書 特選 2110 狩野 喜晴

第28回ぐんまこどもの夢大賞　絵画部門　 金賞 2211 栗原 くるみ

第64回全国学芸サイエンスコンクール　社会科自由研究部門　中学生の部 旺文社　赤尾好夫記念賞（入選） 2110 狩野 喜晴

３年生

第66回青少年読書感想文全国コンクール群馬県審査　中学校の部　課題読書 入選 3327 平野 凌真

第28回ぐんまこどもの夢大賞　絵画部門　 銀賞 3316 佐藤 有曖

第8回富弘美術館詩画　一般の部 奨励賞 3303 新井 紗響

４年生

群馬県高等学校新人陸上競技大会　男子円盤投 第６位 4222 中嶋　律空

群馬県高等学校新人陸上競技大会　男子棒高跳 第５位 4424 松原　功汰

群馬県高等学校陸上競技強化大会　男子共通の部　4×400ｍ 第５位 4408 栗田　将実

群馬県高等学校陸上競技強化大会　男子共通の部　4×400ｍ 第５位 4225 不破　快晴

第37回群馬県高校写真展 入選 4127 廣川　柚季

第37回群馬県高校写真展 優秀賞 4310 小坂　明里

第37回群馬県高校写真展 最優秀賞 4310 小坂　明里

2020年明石杯高校生英語コンテスト　スピーチ第1部 特別賞 4226 細野　由真

第15回全国高校生英語ディベート大会群馬県予選 優勝 4110 木川　留菜

第15回全国高校生英語ディベート大会群馬県予選 優勝 4213 小林　凜花

第15回全国高校生英語ディベート大会群馬県予選 優勝 4226 細野　由真

令和2年度科学の甲子園群馬県大会 準優勝 4108 柏井　史哉

令和2年度科学の甲子園群馬県大会 準優勝 4302 新井　成

令和2年度科学の甲子園群馬県大会 準優勝 4306 小渕　翔太

税に関する高校生の作文 群馬県租税教育推進協議会長賞 4212 神沢　桜花

第8回富弘美術館詩画  一般の部 奨励賞 4204 牛久保　吏乃

第46回全日本バトントワーリング選手権　関東支部大会　ソロストラット　JrⅡ 優勝 4429 安野　友惟

第31回日本数学オリンピック予選　北関東地区 優秀賞 4108 柏井　史哉

第27回関東地区高等学校写真展　東京大会 奨励賞 4310 小坂　明里

第66回青少年読書感想文群馬県コンクール　課題図書の部 優秀賞 4124 角田　千佳

５年生

群馬県高等学校体育大会　陸上競技大会　女子400ｍ 第６位 5308 久保田　優花

群馬県高等学校体育大会　陸上競技大会　女子800ｍ 第５位 5308 久保田　優花

群馬県高等学校体育大会　陸上競技大会　男子3000ｍW 第３位 5323 富田　琉仁

群馬県高等学校体育大会　陸上競技大会　男子400ｍH 第３位 5128 吉原　辰樹

群馬県高等学校体育大会　新体操　個人総合 第２位 5108 小暮　美憂

群馬県高等学校体育大会　新体操　フープ 第１位 5108 小暮　美憂

群馬県高等学校体育大会　新体操　リボン 第２位 5108 小暮　美憂



群馬県高等学校体育大会　弓道競技大会　女子個人 第３位 5424 萩原　瑠花

第13回群馬県高等学校弓道遠的大会　女子団体 第６位 5101 新井　笑

第13回群馬県高等学校弓道遠的大会　女子団体 第６位 5105 久保　こころ

第13回群馬県高等学校弓道遠的大会　女子団体 第６位 5201 荒川　美桜

第13回群馬県高等学校弓道遠的大会　女子団体 第６位 5419 田中　菜夕

第73回群馬県高等学校対抗陸上競技大会  女子　800ｍ 第７位 5308 久保田　優花

第73回群馬県高等学校対抗陸上競技大会  女子　400ｍ 第６位 5308 久保田　優花

第24回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会  男子400ｍH 第２位 5128 吉原　辰樹

群馬県高等学校新人陸上競技大会　男子200ｍ 第５位 5118 西山　優志

群馬県高等学校新人陸上競技大会　男子400ｍ 第２位 5128 吉原　辰樹

群馬県高等学校新人陸上競技大会　男子200ｍ 第３位 5118 西山　優志

群馬県高等学校新人陸上競技大会　男子男子5000ｍＷ 第２位 5323 富田　琉仁

群馬県高等学校新人陸上競技大会　男子400ｍＨ 第２位 5128 吉原　辰樹

群馬県高等学校新人陸上競技大会　女子800ｍ 第３位 5308 久保田　優花

群馬県高等学校新人陸上競技大会　女子　400ｍ 第４位 5308 久保田　優花

群馬県高等学校陸上競技強化大会　男子共通の部　4×400ｍ 第５位 5118 西山　優志

群馬県高等学校陸上競技強化大会　男子共通の部　4×400ｍ 第５位 5128 吉原　辰樹

第31回関東地区高文連将棋大会　群馬県予選　女子個人戦 準優勝 5403 遠坂　ふみ

群馬県高等学校将棋新人大会  女子個人戦 優勝 5403 遠坂　ふみ

第36回関東地区高等学校囲碁選手権大会　群馬県予選　　女子個人戦 優勝 5429 藤井　絢音

2020年明石杯高校生英語コンテスト　レシテーションの部 第５位 5418 竹内　花音

2020年明石杯高校生英語コンテスト　プレゼンテーションの部 第２位 5408 菊池　悠真

群馬県高等学校新人大会　新体操  個人総合 第１位 5108 小暮　美憂

群馬県高等学校新人大会　新体操　フープ 第１位 5108 小暮　美憂

群馬県高等学校新人大会　新体操　リボン 第１位 5108 小暮　美憂

第15回全国高校生英語ディベート大会群馬県予選 優勝 5310 黒澤　琉喜

第15回全国高校生英語ディベート大会群馬県予選 優勝 5325 榛澤　風香

第15回全国高校生英語ディベート大会群馬県予選 優勝 5408 菊池　悠真

令和2年度科学の甲子園群馬県大会 準優勝 5104 日下　このは

令和2年度科学の甲子園群馬県大会 準優勝 5205 加藤　楓花

令和2年度科学の甲子園群馬県大会 準優勝 5217 直井　青玄

令和2年度科学の甲子園群馬県大会 準優勝 5227 吉原　瑞樹

令和2年度科学の甲子園群馬県大会 準優勝 5408 菊池　悠真

第14回全国高校生歴史フォーラム 佳作 5408 菊池　悠真

第20回東日本高等学校弓道大会県予選会　　女子団体 第５位 5101 新井　笑

第20回東日本高等学校弓道大会県予選会　　女子団体 第５位 5105 久保　こころ

第20回東日本高等学校弓道大会県予選会　　女子団体 第５位 5201 荒川　美桜

第20回東日本高等学校弓道大会県予選会　　女子団体 第５位 5424 松村　玲奈

第57回群馬県高等学校作文コンクール　課題作文の部 佳作 5306 片桐　実咲

全国高等学校総合文化祭　群馬県代表選抜審査会 最優秀賞 5306 片桐　実咲

全国高等学校総合文化祭　群馬県代表選抜審査会 優秀賞 5521 細井　美佑

第44回全国高等学校総合文化祭　小倉百人一首かるた部門 群馬県代表 5215 髙橋　虹奈

６年

第37回群馬県高校写真展 入選 6326 中島　萌絵

第37回群馬県高校写真展 優秀賞 6426 松本　紗英

世紀のダ・ヴィンチを探せ！高校生アートコンペティション2020　音楽部門 最優秀賞 6410 塩﨑　基央

第27回関東地区高等学校写真展　東京大会 奨励賞 6426 松本　紗英


