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２学期表彰者
２学期も多くの生徒の活躍がありました。以下は部活動等で表彰を受けた生徒の一覧（県大会以上）です。

３学期以降も様々な方面での生徒の活躍を期待しています。

分類 大会・検定名 種目 結果 クラス 氏名
全国 4317 髙  一朗
全国 4413 黒澤 菜月
全国 4430 山口 奈々
全国 5415 小牧 威琉
全国 6218 櫻井 まな美
全国 6404 板垣 里穂
全国 第17回オールジャパン・ジュニアダンススポーツカップ2022in東京 文部科学大臣賞争奪ジュニアスタンダード 第5位 1130 茂呂 駿舞
全国 2022年度小･中･高校生ボールルームダンス・全日本チャンピオンシップ 中学生の部 男女カップル スタンダード部門 第4位 1130 茂呂 駿舞
全国 硬筆の部 日本武道館奨励賞 3124 原 美梨花
全国 毛筆の部 日本武道館奨励賞 3124 原 美梨花
全国 優秀賞 6207 鹿子島 偲
全国 入選 6209 勝見 桃子
全国 入選 6120 長島 愛花
全国 入選 5402 池守 亜季
全国 入選 4125 眞下 彩花
全国 文部科学大臣表彰 国際化学オリンピック 金メダル 6107 柏井 史哉
全国 VK（バーティカルキロメーター） 優勝 4305 日下 泰造
全国 SKY（スカイ） 優勝 4305 日下 泰造
全国 コンバインド（総合） 優勝 4305 日下 泰造
全国 1330 宮原 涼
全国 2102 浅沼 友理
全国 2109 岡 歩奈美
全国 2123 萩原 そら
全国 2206 小野里 彩乃
全国 2221 長田 光輝
全国 2223 根岸 一嘉
全国 2226 松井 柚実子
全国 2228 宮川 里彩
全国 2229 元田 遥夢
全国 2309 佐藤 瑠那
全国 2310 設樂 柚月
全国 2316 都筑 七緒
全国 2323 船山 陽帆
全国 2409 神戸 里菜
全国 2425 都丸 柚実
全国 2430 松井 絃星
全国 3109 鎌塚 菜名
全国 3110 桐本 晶子
全国 3128 福島 詩
全国 3132 村川 心一
全国 3201 淺野 陽也
全国 3222 藤丸 芽以
全国 3306 市村 紬
全国 3312 小泉 澪果

第22回東日本学校吹奏楽大会 中学校の部 金賞

スカイランニング全日本ユース選手権大会

高校生ボランティア・アワード２０２２ ー ー

第38回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会

第19回安芸全国書展高校生大会 ー



県 男子走幅跳 第3位 1226 細井 俊佑
県 女子走幅跳 第6位 1115 斉藤 こまち
県 水泳 男子４００ｍ個人メドレー 第4位 2130 宮澤 拓大
県 水泳 男子２００ｍ平泳ぎ 第5位 2130 宮澤 拓大
県 令和4年度 第41回関東高等学校弓道個人選手権選抜大会県予選会 男子個人  第7位 5218 添野 瑛斗
県 男子50m自由形 第3位 5204 石川 蒼
県 男子100m自由形 第6位 5204 石川 蒼

第57回群馬県中学校総合体育大会 

令和４年度 群馬県高等学校新人水泳競技大会

全国 3318 多田 悠花
全国 3328 水田 理紗子
全国 3330 三田 聡汰
全国 3414 澤田 裕貴
全国 3430 村松 莉紗
全国 6305 刑部 美優
全国 5121 角田 真穂
全国 5223 丹羽 彩楓
全国 4314 関口 真司
全国 5230 水内 日和
全国 4409 小原 弓佳
全国 5329 八幡 紗佳
全国 5405 岩佐 明日香
全国 4209 熊木 綾
全国 5427 水野 琴音
全国 4325 水内 日向
全国 6401 浅野 美空
全国 5131 矢島 実乃里
全国 4327 宮原 亜実
全国 5315 小島 由衣
全国 5429 横川 暖香
全国 4113 鈴木 海音
全国 5325 布野 ひでみ
全国 4129 山津 喜久乃
全国 4301 笠原 結奏
全国 5424 福田 美紘
全国 4324 松井 楓美子
全国 4107 桒原 萌花
全国 5124 蜂須賀 遥己
全国 4116 髙栁 昊
全国 4230 渡森 悠禾
全国 JOCジュニアオリンピックカップ第42回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権大会 全日本ダンススポーツ選手権ジュニア スタンダード 第6位 1130 茂呂 駿舞
全国 条幅の部 神路山賞 3124 原 美梨花
全国 半紙の部 毎日新聞社賞 3124 原 美梨花
全国 第61回全国高等学校生徒英作文コンテスト 2･3年の部 入選 5301 青山 真子
全国 2022産経ジュニア書道コンクール 推薦 3124 原 美梨花
全国 第46回全国学生書写書道展 全書会会長賞 3124 原 美梨花
全国 第38回全国硬筆コンクール 優秀特選 3124 原 美梨花
全国 地方創生☆政策アイデアコンテスト(2022) 高校生・中学生以下の部 関東経済産業局長賞 3113 小林 香穂
関東 第7回関東エアロビック選手権大会 フライト種目 ユースB部門 優勝 2116 清村 萌々香
関東 第26回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 女子円盤投（1.000kg） 第6位 5221 中里 菜々
関東 第28回西関東吹奏楽コンクール 中学校Bの部 金賞
関東 第28回西関東吹奏楽コンクール 高等学校Ｂの部 金賞
関東 サイエンスキャッスル2022関東大会 奨励賞 5303 蟻川 宙生

第22回東日本学校吹奏楽大会 高等学校の部 銀賞

第61回伊勢神宮奉納書道展

中学校の部 金賞第22回東日本学校吹奏楽大会



県 書道専門部展覧会 最優秀賞 5402 池守 亜季
県 書道専門部展覧会 最優秀賞 4306 久保 真優
県 書道専門部展覧会 優秀賞 4225 針田 菜央
県 第64回群馬県吹奏楽コンクール 中学校Bの部 金賞
県 第64回群馬県吹奏楽コンクール 高等学校Ｂの部 金賞

令和4年度群馬県高等学校総合文化祭

県 桐生市長賞 6120 長島 愛花
県 みどり市長賞 4104 大澤 理子
県 館林市長賞 6209 勝見 桃子
県 沼田市長賞 4306 久保 真優
県 群馬県高等学校校長協会長賞 5402 池守 亜季
県 伊勢崎市教育長賞 3124 原 美梨花
県 産経新聞社賞 2105 大賀 すみれ
県 県教育長賞 2307 川畑 風佳
県 高崎市教育長賞 3431 森田 朱梨
県 令和４年度 群馬県高等学校対抗陸上競技大会 女子円盤投 第3位 5221 中里 菜々
県 群馬県高等学校対抗剣道選手権大会 剣道男子個人戦 敢闘賞（第５位） 4111 塩原 琉世
県 女子1年走幅跳 第6位 1115 斉藤 こまち
県 男子1年走幅跳 第3位 1226 細井 俊佑
県 女子1年走幅跳 第7位 1122 関口 柚宇
県 男子3年走高跳 第6位 3129 松島 泰史
県 男子1年走幅跳 第2位 1132 ??澤 航佑
県 男子1年100ｍ 第2位 1207 菊池 陽仁
県 男子共通800ｍ 第6位 2328 町田 昂優
県 女子共通100ｍ 第5位 1122 関口 柚宇
県 女子1年100ｍ 第8位 1230 宮﨑 楓
県 女子3年1500ｍ 第8位 3229 諸田 陽菜
県 男子3年200ｍ 第5位 3204 桐 煌太
県 女子共通4×100mR 第6位 1122 関口 柚宇
県 女子共通4×100mR 第6位 1115 斉藤 こまち
県 女子共通4×100mR 第6位 1230 宮﨑 楓
県 女子共通4×100mR 第6位 2418 塩谷 瑠菜
県 最優秀賞 6107 柏井 史哉
県 奨励賞 5219 髙橋 悠太
県 始動人アイデア賞 4410 狩野 喜晴
県 女子 円盤投 優勝 5221 中里 菜々
県 女子 砲丸投 第３位 5221 中里 菜々
県 女子400ｍH 第５位 4115 髙橋 もも
県 準優勝 2202 飯島 龍之介
県 準優勝 2402 石田 馨梧
県 準優勝 2408 河原田 陽文
県 女子1年の部 400m 第2位 4115 髙橋 もも
県 女子1年の部 400mH 第2位 4115 髙橋 もも
県 女子2･3年の部 円盤投 優勝 5221 中里 菜々
県 女子2･4年の部 砲丸投 第5位 5221 中里 菜々
県 令和4年度群馬県中学校新人大会 剣道女子個人 第3位 2203 今泉 七海
県 ボランティア部門 高文連表彰 5415 小牧 威琉
県 書道部門 高文連表彰 6209 勝見 桃子
県 第28回群馬県高等学校総合文化祭 美術・工芸部門展 優良賞 6221 高橋 良輔
県 第39回高校写真展 入選 5214 近藤 亜珠華
県 第38回関東地区高等学校囲碁選手権大会群馬県予選会 男子個人戦 準優勝 4326 滿木 照
県 照屋賞 3127 深須 そら
県 中西工業株式会社社長賞 3223 星野 和海
県 株式会社ホンダ中央群馬会長賞 3108 加  紫花
県 群馬県ジュニア数学コンクール実行委員長賞 3206 北嶋 慧之

群馬県中学校総合体育大会陸上競技

群馬県中学校新人大会陸上競技

令和４年度群馬県高校生数学コンテスト

令和４年度群馬県高等学校新人陸上競技大会

令和４年度第１０回科学の甲子園ジュニア群馬県大会

令和4年度群馬県高等学校陸上競技強化大会

第46回全国高等学校総合文化祭

令和4年度群馬県ジュニア数学コンクール

ー

ー

ー

第75回群馬教育書道展

条幅の部

半紙の部



冬季休業中（12/2４～1/5）のお願い
２学期、大変お世話になりました。１２月２４日（土）～１月５日（木）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（木）～１月３日（火）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（070－2446－1766）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。

県 第42回全国高校生読書体験記コンクール群馬県選考 奨励賞 5404 入沢 百花
県 第12回高齢者交通事故防止ポスターコンクール 感謝状 １学年
県 第60回中学生作文コンクール 都道府県別賞 群馬県佳作 3414 澤田 裕貴
県 銀賞 3113 小林 香穂
県 優秀賞 3103 遠藤 きいな
県 優秀賞 3124 原 美梨花
県 5122 中村 紗弥子
県 5202 飯島 珠咲
県 5208 女屋 智尋
県 5430 六本木 夏海
県 4104 大澤 理子
県 4208 加藤 ゆい
県 4319 豊﨑 妃夏
県 5425 邉見 凜々花
県 5406 ウィザロウ ジェームズ エドワード

県 5302 新井 わかな
県 5304 大川 結楓
県 5206 板井 汰月
県 4304 木部 陽夏乃
県 4110 佐藤 羚
県 4109 佐々木 陽睦
県 4124 藤川 麻央
県 4426 福井 里琉
県 4418 清村 菜々美
県 4406 大津 星七
県 第44回少年の主張群馬県大会 優秀賞 3419 丹治 心
県 一般の部 Honorable Prize 3220 根岸 美結
県 海外在住経験者の部 2nd Prize 3404 ウィザロウ ソフィ

県 明石杯高校生英語スピーチコンテスト プレゼンテーションの部 第2位 5406 ウィザロウ ジェームズ エドワード

県 クラウドナインCUPヤング・ジュニアバレーボール大会 1位グループ 第3位 2114 小林 唯華
県 入選 4108  優月
県 入選 4125 眞下 彩花
県 入選 4224 原田  空
県 入選 4228 森山 竜臣
県 入選 4307 栗原 くるみ
県 入選 4311 佐藤 優
県 奨励賞 4321 藤川 晴奈
県 1103 阿部 倖大
県 1326 古屋 夏
県 2103 市川 湧貴
県 2112 菊池 邦宙
県 2225 細谷 桜介
県 2326 堀金 快吏
県 2327 前澤 悠人
県 2431 八幡 和希
県 第68回青少年読書感想文全国コンクール群馬県審査 優秀3位 3223 星野 和海
県 令和4年度群馬県よい歯と口の学級表彰 中学校2学年 2年3組

第36回タジマヤ杯争奪中学選抜ソフトテニス大会 Aクラス男子 優勝

第23回群馬県中学校英語弁論大会 

第5位

群馬県高校生英語ディベート大会 第9回雷神カップ

第1位

第2位

第10回富弘美術館詩画の公募展 一般の部

群馬県納税貯蓄組合連合会会長賞

学校対抗戦

中学生の「税についての作文」

第73回群馬県高等学校新人バドミントン大会


