
 

 

平成２７年度卒業生各種表彰者一覧 

      

   ①．全国商業高等学校長協会 

     公益財団法人全国商業高等学校協会表彰・・・・・・髙橋 佳奈 

      ②．公益財団法人産業教育振興中央会表彰・・・・・・・野中 彩英 

   ③．大分県産業教育振興会表彰・・・・・・・・・・・・瀬田 彩花 

   ④．大分県高等学校教育研究会商業部会優秀生徒表彰・・太田 有紗 

   ⑤．大分県高等学校教育研究会商業部会部会長表彰・・・橋本 夏海 

   ⑥．大分県体育協会スポーツ優良生徒表彰・・・・・・・髙橋 堅登 

                               永松 遼真 

                              末光 博貴 

   ⑦．大分県高等学校野球連盟優秀選手表彰・・・・・・・川瀬  晃 

   ⑧．大分県高等学校体育連盟スポーツ表彰優秀選手賞・・髙橋 堅登 

                               永松 遼真 

                              末光 博貴 

   ⑨．大分県高等学校体育連盟スポーツ表彰特別賞・・・・森下 暢仁 

                              日髙 葉月 

                              吉田  海 

                                                          丹羽 海友 

                              藤田 純也 

   ⑩．大分県高等学校文化連盟生徒表彰・・・・・・・・・篠田 夏美 

                             石井 果穂 

   ⑪．高等学校文化連盟全国吟詠剣詩舞専門部表彰・・・・篠田 夏美 

   ⑫．大分県高等学校家庭クラブ連盟表彰・・・・・・・・植山真理子 

                              幸 涼太朗 

   ⑬.３ヶ年皆勤の者～５２名 

 

      石井 未来   江藤 里紗   太田 有紗   佐藤 佑美   谷崎  凌 

      直野 由佳   仲松 美織   松山  彩   宮原 理沙   森下 暢仁 

      麻生 吉平   阿南智香子   池田 日和   伊東瑠里子   井口  蘭 

      後藤 萌衣   佐藤 もも   須川 真歩   高原 菜邑   中野 仁古 

      橋本 夏海   植山真理子   衞藤 涼花   野中 彩英   江藤明美果 

   神田 真佑   吉岡 源太   渡部みなも   石田智紗子   大久保晧矢 

   髙橋 堅登   永松 遼真   安部 鈴音   瓜生  愛   酒井 沙織 

   佐々木晴菜   佐藤 愛夏   佐藤 彩菜   佐藤 遙菜   髙橋 佳奈 

   近廣 麻純   柳  杏奈   山本あかり   小野 海渡   川邉 憲吾 

   紺田 理奈   杉田 朱音   高橋 楓芽   髙山 正育   中尾 汐里  

   檜垣江里奈   森田 雅崇 



 

 

 

   ⑭.全国商業高等学校協会主催各種検定三種目以上１級取得の者～９８名 

 

     ６冠～５名 

        井原穂乃佳  太田 有紗  伊東瑠里子  髙橋 佳奈  竹下 佳穂 

     ５冠～２２名 

        足達 優依  岩本 真衣  熊埜御堂志步 首藤 遙香  直野 由佳 

西口 真代  吉田 美琴  後藤 法子  須川 真歩  三重野恵海 

上野美衣結  松木 梨紗  瀬田 彩花  渡部みなも  瓜生  愛 

神野 百郁  佐々木晴菜  佐藤 愛夏  都留 春菜  松本 香織 

                矢野  希  紺田 理奈 

     ４冠～３０名 

        池邉 花織  石井 未来  内田 真純  内田 愛実  佐藤 佑美 

鶴見 彩香  仲松 美織  松山  彩  矢野 来実  兒玉  萌 

後藤 萌衣  利光 萌花  橋本 夏海  満永 実南  浦田志桜里 

首藤 直美  鳥越 麻友  甲斐 茉歩  白石  恵  橋本 真希 

        石井 果穂  甲斐 清寿  田北 七海  西嶋亜沙海  平川 美月 

眞藤 里咲  森山 千紘  柳  杏奈  山本あかり  檜垣江里奈 

     ３冠～４１名 

        石井 冴佳  渡海恵梨佳  久次 拓実  二村  葵  三原 佳実 

宮原 理沙  山本真理子  飯沼麻里愛  岩田 彩華  沖本 由佳 

熊瀬 史織  後藤 穂泉  高原 菜邑  中野 仁古  野別  楓 

飯田 陽菜  大成 史歩  河野 日菜  中和田由樹  楢﨑 彩夏 

        西  紀香  二宮 聖奈  野中 彩英  矢田 梨奈  渋谷 利磨 

立川  蛍  永松 遼真  古田 清美  安部 鈴音  河村 紫乃 

酒井 沙織  佐藤 遙菜  近廣 麻純  橋本 紗希  藤澤 恵美 

古野 恭平  幸 涼太朗  小野 美玖  杉田 朱音  松浦 萌佳 

        三重野真希 

  

 


