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四ツ葉杯開催
カツプ

延期されていた四ツ葉杯が、感染症対策を実施した上で学年毎
に開催されました。ＨＲ委員会や生徒会本部を中心に種目やルー
ルなどを決定するなど、生徒が主体となって企画運営をしました。
それぞれの学年で種目に趣向を凝らしたり、ルールを工夫したり
して大いに盛り上がりました。当日はクラスＴシャツを着て団結
心を高め、和気あいあいとした雰囲気の中、絆を強くすることが
できました。

・１年生 バスケットボール、バレーボール、ドッジボール
・２年生 バレーボール、ソフトボール、ドッジビー
・３年生 ドッジボール、全員リレー
・４年生 ドッジボール、障害物リレー
・５年生 サッカー、ハンドボール、ドッジボール、借り人競争
・６年生 バレーボール、玉入れ

校外研修（代替研修）実施
感染症拡大防止対策として延期していた校外研修（代替研修）を実施しました。各学年とも天候に恵ま

れ、これまでの学習と関係づけながら幅広い知識や深い教養を高めるとともに、興味関心を同じくする友
だちと実地での学びを楽しんでいました。なお、４年生及び５年生は、３学期に代替の校外研修を予定し
ています。

○ アカデミックキャンプ（２年 11/18）

・多文化領域（日伯学園、ムーミンバレーパーク、ジョンソンタウン）
・伝統文化領域（行田市郷土博物館、喜多院、川越班別研修）
・環境領域（首都圏外郭放水路、龍Ｑ館、鉄道博物館）
・ものづくり領域（筑波宇宙センター、物質・材料研究機構）

〇 伝統文化科学研修（３年 11/17）

・世界遺産日光コース（日光東照宮、輪王寺、東武ワールドスクエア）
・善光寺・小布施コース（川中島古戦場、善光寺、小布施研修）
・大谷・益子焼体験コース（益子焼体験、大谷資料館）
・上田・松代コース（上田城下町研修、松代研修）
・つくばサイエンスツアーコース
（高エネルギー加速研究機構、サイバーダインスタジオ）

〇 Global Studies Camp in Hokuriku（４年 12/14）

・金沢コース（金沢市内班別研修）
・五箇山合掌造りコース（こきりこ館、五箇山合掌の里、相倉集落）

〇 Global Studies Trip in Gunma（５年 11/18）

・伊香保コース（富岡製糸場・貫前神社・伊香保温泉街班別研修）
・草津コース（やんば資料館・草津温泉班別研修）
・たくみの里コース（吹割の滝・たくみの里・原田農園）
・サファリパークコース（群馬サファリパーク・富岡製糸場）

冬季休業中（12/2４～1/5）
分散登校からスタートするなど、２学期は大変お世話になりました。１２月２４日（金）～１月５日（火）

まで冬季休業となります。冬季休業中におきましても、心配なことや困ったことなどございましたら、学
校（0270－21－4151）までご相談ください。なお、１２月２９日（水）～１月３日（月）は学校閉庁日と
なっております。緊急に連絡が必要な場合には、この学校閉庁日のみの緊急時用携帯電話（070－2446－15
18）へご連絡ください。
年末年始を中心に人流が活発になることが予想され、感染拡大が懸念されます。お気をつけてお過ごし

いただきますようお願いいたします。
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県 男子　円盤投 優勝 5421 中嶋　律空

県 男子　400mH 第3位 5112 栗田　将実

全国 6317 田部田　麻結 県 男子　棒高跳 第4位 5230 松原　功汰

全国 5218 櫻井　まな美 県 男子　砲丸投 第5位 5421 中嶋　律空

全国 5301 板垣　里穂 県 女子　円盤投 第4位 4425 中里　菜々

全国 4217 小牧　威琉 県 男子一部　400ｍH 第3位 5112 栗田　将実

全国 第42回文部科学大臣杯　少年少女囲碁大会　全国大会 中学生の部 ベスト８ 2317 須永　大智 県 女子　円盤投 第4位 4425 中里　菜々

全国 第45回全国高等学校総合文化祭　紀の国わかやま総文 小倉百人一首かるたの部門 優秀賞 文化庁長官賞 6211 髙橋　虹奈 県 男子一部　棒高跳 第5位 5230 松原　功汰

全国 2021産経ジュニア書道コンクール 秀作 2411 小林　香穂 県 男子一部　砲丸投 第6位 5421 中嶋　律空

全国 第97回日本選手権水泳競技大会 飛込競技　高飛込 第7位 6309 熊木　蘭 県 男子一部　円盤投 第7位 5421 中嶋　律空

全国 全国ジュニア・ユースエアロビック選手権大会 中学生シングル部門 第3位 3410 清村　菜々美 県 第31回日本クラシック音楽コンクール地区本選会 トランペット部門 優秀賞 5313 齋木　奏音

全国 全国高等学校選抜ロックフェス2021 DTM部門 入選 5115 齊藤　陽香 県 最優秀賞 5205 勝見　桃子

全国 優秀賞 6405 県 優秀賞 5121 長島　愛花

全国 入選 6220 細井　美佑 県 優秀賞 5429 山崎　誠介

全国 入選 6406 亀井　愛水 県 優良賞 4402 池守　亜季

全国 入選 5109 鹿子島　偲 県 第37回関東地区高等学校囲碁選手権大会　群馬県予選会 女子個人戦 第3位 5204 大隅　まき

全国 化学グランプリ2021 銀賞 5110 柏井　史哉 県 第41回全国高校生読書体験記コンクール　群馬県選考 入選 4306 入沢　百花

全国 SUZUKI JAPAN CUP 2021 第38回全日本総合エアロビック選手権大会 ユース１トリオ部門 第4位 1412 清村　萌々香 県 美術・工芸部門展 優良賞 5118 高橋　良輔

全国 入選 1209 栗原　ひなた 県 美術・工芸部門展 優良賞 4329 茂木　理子

全国 入選 4107 熊谷　侑哉 県 美術・工芸部門展 優良賞 4423 田村　爽流

全国 入選 4216 小林　未悠 県 書道部門 高文連表彰 6405

全国 入選 4218 齋藤　新夏 県 小倉百人一首かるた部門 高文連表彰 6211 髙橋　虹奈

全国 入選 4126 松山　太紀 県 囲碁部門 高文連表彰 5204 大隅　まき

全国 入選 4231 増茂　玉青 県 写真部門 高文連表彰 5307 小坂　明里

全国 入選 4305 板井　汰月 県 第36回群馬県高等学校陸上競技強化大会　混成競技会　タイムチャレンジレース 男子八種競技 第6位 5112 栗田　将実

全国 入選 4322 長竹　蒼 県 関東信越国税局管内納税貯蓄組合連合会会長賞 3410 清村　菜々美

全国 入選 4329 茂木　理子 県 伊勢崎税務署管内青色申告会連合会長賞 3421 出石　尚義

全国 奨励賞 4317 須藤　勝映 県 プレゼンテーションの部 特別賞 5327 細野　由真

全国 第38回全国小・中学生作品コンクール 社会科部門 日本社会科教育学会会長賞 3302 井村　菜々恵 県 スピーチ第2部 特別賞 4204 ウィザロウ　ジェームズ　エドワード

関東 女子　高飛込 第3位 6309 熊木　蘭 県 第16回群馬県高校生文学賞 詩部門 優良賞 4431 松本　七香

関東 女子　３ｍ飛板飛込 第5位 6309 熊木　蘭 県 第38回群馬県高校写真展 入選 4303 飯島　瑞穂

関東 選手権ソロストラットジュニアⅡ 1位 5428 安野　友惟 県 群馬県租税教育推進協議会長賞 4203 飯島　珠咲

関東 選手権ソロトワール　女子ジュニアⅡ 4位 5428 安野　友惟 県 群馬県租税教育推進協議会長賞 4301 渥美　凪彩

県 群馬県高等学校写真専門部　夏季大会 ビギナー部門 最優秀賞 4320 田谷　千尋 県 the honorable prize 2325 平山　優実

県 第76回国民体育大会　陸上競技群馬県予選会 少年Ａ男子　300ｍＨ 第1位 6127 吉原　辰樹 県 海外在住経験者の部 第2位 2205 ウィザロウ　ソフィ

県 女子　400ｍ個人メドレー 第2位 3122 蜂須　優衣 県 入選 2124 原　美梨花

県 女子　200ｍ個人メドレー 第5位 3122 蜂須　優衣 県 入選 2231 森田　朱梨

県 男子　200ｍバタフライ 第8位 3225 細沢　颯太 県 群馬県高等学校レスリング新人大会兼第48回関東高等学校選抜レスリング大会群馬県予選会 男子個人対抗戦　60Kg級 第3位（関東選抜出場） 4326 星野　湊太郎

県 男子　400ｍ個人メドレー 第4位 1329 宮澤　拓大 県 ぐんまチャレンジマッチ2021卓球大会 卓球男子シングルス 第5位 2126 深澤　壱翔

県 第42回文部科学大臣杯　少年少女囲碁大会　群馬県大会 中学生の部 優勝 2317 須永　大智 県 男子3年1500ｍ 第4位 3311 日下　泰造

県 第63回群馬県吹奏楽コンクール　 高等学校Aの部 銅賞 県 男子2年走高跳 第6位 2328 松島　泰史

県 群馬県知事賞 6405 県 女子3年800ｍ 第2位 3318 高橋　こはる

県 群馬県教育会館理事長賞 5417 園原　美咲 県 女子1年四種競技 第3位 1310 岡本　悠希

県 群馬県書道協会奨励賞 2231 森田　朱梨 県 女子3年四種競技 第1位 3418 髙橋　もも

県 群馬県教育長賞 3105 大澤　理子 県 群馬県Uｰ14ヤングクラブ　バレーボール男女交流会 女子 準優勝 1408 小林　唯華

県 伊勢崎市教育長賞 2412 澁澤　怜 県 5110 柏井　史哉

県 桐生市教育長賞 1103 飯田　葵日 県 5107 小渕　翔太

県 太田市教育長賞 6220 細井　美佑 県 5125 松﨑　飛羽

県 群馬県書写書道教育研究会賞 2124 原　美梨花 県 4110 齊藤　圭吾

県 5327 細野　由真 県 4211 北島　史織

県 5408 木川　留菜 県 4319 髙橋　悠太

県 5410 小林　凛花 県 4412

県 4204 ウィザロウ　ジェームズ　エドワード 県 4430 本城　章斗

県 4305 板井　汰月 県 第45回全国高等学校総合文化祭 高文連表彰 6211 髙橋　虹奈

県 5305 大塚　大智 県 2124 原　美梨花

県 4230 邉見　凜々花 県 2222 中嶋　浩平

県 4406 大川　結楓 県 2404

県 4202 新井　わかな 県 2128 松本　唯愛

県 4114 只木　遥 県 2319 丹沢　莉々佳

県 4205 江森　菜々子 県 2406 河村　啓太

県 優秀賞 5110 柏井　史哉

県 始動人アイデア賞 4319 髙橋　悠太

今学期もたくさんの生徒の活躍がありました。部活動等 で、表彰を受けた生徒の一覧（県大会以上のもの）です。今後もさまざまな方面で生徒の活躍を期待しています。

条幅の部

群馬県中学校混成競技記録会

中学生の部

第27回群馬県高等学校総合文化祭

第45回全国高等学校総合文化祭

準優勝

群馬県高校生数学コンテスト

群馬県高校生英語ディベート大会

第8回雷神カップ

第9回科学の甲子園ジュニア群馬県大会

優秀賞（全国大会出場）

優秀賞

第1位

第5位

科学の甲子園群馬県大会

群馬県高等学校新人陸上競技大会

高校生ボランティア・アワード２０２１

半紙の部

一般の部

中学生の税についての作文

2021年明石杯高校生英語コンテスト

税に関する高校生の作文

高円宮杯第73回全日本中学校英語弁論大会群馬県大会

青少年健全育成及び非行防止標語

第74回群馬教育書道展覧会

第74回群馬県高等学校対抗陸上競技大会

群馬県高等学校総合文化祭書道専門部展覧会

２学期表彰者

第56回群馬県中学校総合体育大会　水泳

第18回安芸全国書道展　高校生大会

第9回富弘美術館詩画の公募展

関東高等学校水泳競技大会

第34回関東バトントワーリングコンテスト


