
川上 万鈴 九州大会

高木 明日美

山村 朝香
最優秀賞

表彰伝達式　表彰者一覧
主催 部門 大会名 部名 種目 順位 氏名 学年 備考
県 個人の部 県賞詞 陸上 棒高跳び 国体優勝 十時　千歌 ３年 第６７回国民体育大会（岐阜国体）陸上

少年少女共通棒高跳び市 大分市長表彰 陸上 棒高跳び 国体優勝 十時　千歌 ３年

主催 部門 大会名 部名 種目 順位 氏名 学年
国体 個人の部 国民体育大会（岐阜） 陸上 棒高跳び １位 十時　千歌 ３年

日本陸連 ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 陸上 棒高跳び ８位 十時　千歌 ３年

主催 部門 大会名 部名 種目 順位 氏名 学年
高野連 団体 九州地区高校野球大会県予選 野球 ３位 首藤宏志　 ２年

主催 部門 大会名 部名 優勝回数 順位 代表者 学年 上級大会

高体連

団体の部

駅伝競走大会
陸上男子 ２位 藤本　康平 ３年 九州大会
陸上女子 ２位 門柳　葉月 ３年 九州大会
陸上男子（個人） 区間賞 山本　裕希 ３年

新人大会

ソフトボール ３年連続５回目 １位 甲斐　はづき ２年 九州大会・全国大会
柔道 初優勝 １位 吉原　櫻子 ２年 九州大会
体操女子 ２位 廣田　楓 ２年
陸上女子 ２位 森亮子 ２年 九州大会
バドミントン男子 ２位 一瀬　舜 ２年 九州大会
なぎなた ２位 下部　茉優 ２年
バドミントン女子 ３位 高木　明日美 ２年 九州大会
弓道女子 ３位 矢野由衣奈 ２年

部門 大会名 部名 種目 順位 氏名 学年 上級大会

個人の部 新人戦

陸上女子

４×１００ｍR ２位

高橋　美理 １年 九州大会
都甲　留楓 １年 九州大会
後藤　里佳子 １年 九州大会
藤丸　佳央里 ２年 九州大会

４×４００ｍR ２位

三重野　真美 ２年 九州大会
高橋　美理 １年 九州大会
藤丸　佳央里 ２年 九州大会
川上 万鈴　 ２年２年 九州大会

８００ｍ １位 川上　万鈴 ２年 九州大会
４００ｍH １位 高橋美理 １年 九州大会
４００ｍ ２位 藤丸　佳央里 ２年 九州大会
８００ｍ ２位 九州大会
１５００ｍ ２位 森亮子 ２年 九州大会
３０００ｍ ２位 九州大会
５０００ｍｗ ２位 武田　桃佳 １年 九州大会
２００ｍ ３位 都甲　留楓 １年 九州大会
女子七種競技 ３位 福田　美裕 2年 九州大会

陸上男子

５０００ｍ １位 中村　大海 ２年 九州大会
３０００ｍＳＣ １位 高橋　流華 ２年 九州大会
３０００ｍＳＣ ２位 仲井　賢太 ２年 九州大会
１５００ｍ ３位 宮田　司 ２年 九州大会

体操男子

個人総合 １位

荻野　史人 ２年

ゆか １位
あん馬 １位
つり輪 １位
跳馬 １位
平行棒 １位
鉄棒 １位

体操女子

跳馬 １位 藤原　咲那 １年
平均台 ２位 廣田　楓 ２年
平均台 ３位 藤原　咲那 １年
ゆか ３位 山﨑　由実子 １年

柔道女子 個人戦

１位 吉原　櫻子 ２年 九州大会
１位 岡田　果穂 ２年 九州大会
１位 岡邊　まゆ １年 九州大会
２位 江藤　夏織 ２年 九州大会

バドミントン男子 ダブルス
２位 一瀬　舜 ２年

小野　翔太 ２年

３位 江田　貴一 １年
野涯　真聖 １年

バドミントン女子バドミントン女子
ダブルス ３位 柿本　由乃 １年

高木 明日美　 ２年２年

シングルス ２位 柿本　由乃 １年
３位 高木　明日美 ２年

なぎなた

試合競技 １位 下部　茉優 ２年 全国大会
２位 安部　夕奈 ２年 全国大会

演技 １位 下部　茉優 ２年
河野　志保 １年

演技 ２位 安部　夕奈 ２年
森山　英里子 ２年

上級大会
主催 部門 大会名 部名 種目 順位 氏名 学年 上級大会

高体連 個人 九州新人大会 陸上
４００ｍ ６位 藤丸　佳央里 ２年
８００ｍ ６位
４００ｍＨ ６位 高橋　美理 １年

主催 大会名 部名 種目 順位 氏名 学年 上級大会

高文連

大分県高等学校高校文芸コンクール 文芸 短歌部門 優秀賞 清田　菜月 ３年
九州高校放送コンテスト県予選 放送 朗読部門 優秀賞 胡麻鶴　彩 ２年

家庭専門部研究作品コンクール 家庭 フォーマル部門 最優秀賞 養父　志保 ２年
フォーマル部門 生徒賞 渡邉　美穂 ３年

囲碁秋季大会 囲碁
団体 準優勝 河野　　真奈 １年

九州大会
個人 優勝 高橋　未沙紀 ３年

準優勝 奥田　菜月 １年
第５３回科学クラブ研究発表大会 科学 地学分野 優秀賞 椎原・内藤 ２年 九州大会

竹田市教
育委員会

画聖「田能村竹田」先生をしの美術祭
特選 寺岡　亮平 ３年
特選 石川　ひかり ２年
入選 安部　夢々花 ３年

校内表彰
主催 大会名 順位 氏名 学年

５０周年記
念実行委
員会

５０周年記念事業シンボルマーク

最優秀賞 河野　志保 １年

優良賞
梅山　美侑 ２年
津田　亜美 １年
藤野　海 １年

教育研究 平成２４年校内読書感想文コンクール

最優秀賞
安達　麻衣 １年
山村 朝香　 ２年２年

優秀賞
益田　彩女 １年
川邉　実香 ２年

優良
織田　千晴 １年

大坪　未侑 ２年


	２４年度新人

