
麻生　大誠 浦田　悠兵 王　辰云 後藤　滉稀 小仲　真世 佐々木　祥

杉野　雅季 祖田　翼 染矢　司 髙田　悠人 鶴原　侑向 冨田　海

中村　優花 鳴海　稜真 西水　歩 野田  祐歩 福田　航陽 本田　雅治

三重野　暁 三橋　彪雅 矢野　達也 安部　快彦 石井　大雅 今井　康晴

岩男　秀哉 衞藤　尚弥 小野　晃輔 北村　鴻尚 木野村　拓海 工藤　竜史

国田　椋介 古賀　晃誠 後藤　祐也 齋藤 茅乃 佐々木 北斗 佐田　直鴻

髙尾　玲衣 髙橋　優仁 崩口　諒太 友成　司 永松　快斗 林　 遼平

宮ノ内　貫太 弓﨑　耀太郎

小笠原　有啓 工藤　聖司 後藤　天昇 佐保　滉季 首藤　龍汰朗 髙田　海叶

丹羽　海広 日野　元太 藤野　健汰 渕　祐也 水野　博斗 森田　将

青山　龍晟 秋吉　陸冶 阿部　典仁 石本　雄豊 伊東　晋作 上田　博基

岡村　優也 甲斐　雅智 隈井　和弥 香下　幹 在間　巧貢 佐志原　法香

島﨑　大成 中野　睦月 二宮　功太 藤田　健太郎 三代　拓実 三代　拓哉

村西　龍輔

秋山　虎太郎 麻生　　樹 五十川　和毅 岩男　陸 川村　侑我 柴山　里音

嶌田　亜優 田原　　匠 那木　雅也 塗矢　泰生 波多野　樹 花宮　玲奈

井上　輝樹 鹿島　拓巳 小宮　久輝 首藤　直樹 末廣　湧帆 菅　拓海

髙野　兼士朗 姫野　徳人 益田　義大

秋好　杏美 安倍　大輔 有田　健司 宇都宮　実桜 河野 明馨 木原　和寛

釘宮　武駿 齋藤　勇佑 佐藤　壮志 佐藤　大誠 武生　駿佑 仲間　謹太郎

秀島　凪 山田　零偉 和田　健吾

機　械　科 島津　悠揮 本多　凱翔

電　気　科 内田　一颯 前田　康太

電　子　科 泉　明宏 小坪　寛太 東海林　絢太 髙森　盟 但馬　韻基

建　築　科 岡田　陸斗 岡本　匡哉 髙木　颯太 古庄　愛依 牧　竜也 渡邉　風夏

土　木　科 大﨑　楓哉 西畑　成陽

工業化学科 明石　颯斗 立川　大記 姫野　和成 横野　葵

機　械　科

建　築　科

電　気　科

電　気　科

佐藤　伊織

大場　鉄也

渡邉　風夏

日野　元太

●　３ヶ年皆勤賞

●　産業教育振興中央会長賞

●　大分県産業教育振興会長賞

●　大分県高等学校教育研究会工業部会長賞

機　械　科

電　気　科

電　子　科

建　築　科

土　木　科

工業化学科

●　３ヶ年精勤賞



優秀賞 建　築　科

佳　作 建　築　科

建 築 科

土 木 科

工業化学科

ウエイトリフティング部 建　築　科

ウエイトリフティング部 電　子　科

ウエイトリフティング部 機　械　科

ウエイトリフティング部 電　気　科

ウエイトリフティング部 建　築　科

ボクシング部 土　木　科

ウエイトリフティング部 建　築　科

電　気　科

機　械　科

機　械　科

機　械　科

土　木　科

土　木　科

土　木　科

電　子　科

電　気　科

加藤　唯斗 佐藤　伊織 長野　雅矢 野田  祐歩 石井 大雅 岩尾　秀哉

齋藤　茅乃 佐々木　北斗 首藤  伶輔 宮ノ内　貫太

電　子　科 小坪　寛太

工業化学科 安倍　大輔 中島　梨帆

機　械　科 佐藤　伊織 山下　凜工

建　築　科 矢川　　涼

佐藤　伊織 長野　雅矢 中村　優花 三重野　暁 山下　凜工 石井　大雅

今井  康晴 首藤  伶輔 宮ノ内　貫太

電　気　科 日野　元太

電　子　科 加藤　智仁 小坪　寛太 佐志原　法香 瀧本　開斗 村西　龍輔

岩男　陸 児玉　優 柴山　里音 髙木　颯太 那木　雅也 牧　竜也

矢川　涼 渡邉　新 渡邉　風夏

大﨑　鉄平 小野　健樹 河津　雄太 川邉　裕次朗 草本　修叶 小宮　久輝

佐藤　大介 佐藤　千大 下山　雄大 首藤　直樹 首藤　響輝 菅　拓海

髙倉　蓮 髙野　兼士朗 丹　健斗 姫野　徳人 三浦　弘夢

麻生　樹

仲摩　敏希

三笘　菜月

小宮　久輝

国田　椋介

矢野　達也

後藤　滉稀

丹羽　海広

麻生　樹

西畑　成陽

河野　竜也

佐保　滉季

鈴木　翔

大場　鉄也

髙森　盟

西畑　成陽

井上　輝樹

中島　梨帆

川邉　裕次朗

岩男　陸

渡邉　風夏

●　大分県高等学校体育連盟スポーツ表彰（体育スポーツ賞）

●　大分県高等学校野球連盟部員表彰

●　大分県高等学校文化連盟生徒表彰

●　大分県危険物取扱者免状乙種全類取得者表彰

●　ジュニアマイスター生徒特別表彰

●　ジュニアマイスター・ゴールド表彰

●　大分県工業高校建築設計卒業創作展

●　大分県建設業協会長賞

●　日本工業化学教育研究会長賞

●　大分県体育協会スポーツ優良生徒表彰

●　大分県高等学校体育連盟スポーツ表彰（優秀選手の部）

機　械　科

機　械　科

建　築　科

土　木　科



浦田　悠兵 加藤　唯斗 小仲　真世 祖田　翼 鶴原　侑向 鳴海　稜真

野田  祐歩 彦森　大雅 安部　快彦 安樂　千広 工藤　竜史 古賀　晃誠

齋藤　茅乃 佐田　直鴻 宿利　早紀 崩口　諒太 林　遼平

電　気　科 首藤　龍汰朗

電　子　科 秋吉　陸冶 泉　明宏 伊東　晋作 上田　博基 山岡　翔太

秋山　虎太郎 五十川　和毅 岡田　陸斗 岡本　匡哉 久保　怜士 栗本　心築

齊藤　加起 佐藤　翔太 塩田　ヒロト 嶌田　亜優 竹山　果歩 田原　匠

手島　魁聖 當山　未空 塗矢　泰生 波多野　樹 花宮　玲奈 廣瀬　歩

古庄　愛依 三笘　菜月 脇谷　璃久

工業化学科 中島　梨帆

電　子　科 甲斐　雅智 但馬　韻基 三代　拓哉

麻生　樹 糸永　樹 芋岡　英恵 越智　龍平 香川　千璃 河野　竜也

川村　侑我 松下　絢也 矢野　勘太

●　ジュニアマイスター・シルバー表彰

●　ジュニアマイスター・ブロンズ表彰

建　築　科

機　械　科

建　築　科


