
種類 学科名 漢字氏名 種類 学科名 漢字氏名

食農ビジネス科 山下　華歩 全国農業高等学校長協会アグリマイスターシルバー 食農ビジネス科 松田　直樹

工業技術科 吉良　朋樹 工業技術科 内山田　光史

福祉科 伊藤　さくら 工業技術科 疋田　恭太郎

総合学科 須和　秀一 工業技術科 吉田　大成

全国農業高等学校長協会賞 食農ビジネス科 江藤　良樹 工業技術科 安部　悠平

全国福祉高等学校長会理事長賞 福祉科 廣戸　佑香 工業技術科 伊東　太一

総合学科高等学校卒業生成績優秀者表彰 総合学科 村松　　樹 工業技術科 内山田　光史

全国商業高等学校協会卒業生成績優秀者表彰 総合学科 清水　里奈 工業技術科 岡野　蒼生

総合学科 清水　里奈 工業技術科 河野　聖弥

総合学科 疋田　恭也 工業技術科 竹内　天馬

工業技術科 疋田　恭太郎

工業技術科 泥谷　龍真

種類 学科名 漢字氏名 工業技術科 山内　孝太朗

食農ビジネス科 清家　正平 工業技術科 山﨑　　迅

工業技術科 内山田　光史 工業技術科 吉田　大成

福祉科 福屋　桃香 工業技術科 芦刈　隆一

総合学科 川野　　桜 工業技術科 岩本　竜一

大分県学校農業クラブ連盟表彰（単位クラブ会長賞） 食農ビジネス科 甲斐　崇誠 工業技術科 江藤　大樹

食農ビジネス科 伊藤　　匠 工業技術科 加藤　倖平

食農ビジネス科 大村　一将 工業技術科 吉良　朋樹

食農ビジネス科 甲斐　崇誠 工業技術科 鳴海　晃司

食農ビジネス科 佐藤　穂香 工業技術科 藤野　健臣

食農ビジネス科 軸丸　実紅 工業技術科 毛利　　彪

食農ビジネス科 鈴木　達也 工業技術科 狩生　龍哉

食農ビジネス科 髙橋　明日香 工業技術科 北山　将大

食農ビジネス科 細越　里奈 工業技術科 木許　雅也

食農ビジネス科 松田　直樹 工業技術科 小寺　　諄

大分県建設業協会会長賞 工業技術科 吉良　優太郎 工業技術科 洌鎌　秋義

大分県高等学校教育研究会工業部会会長賞 工業技術科 岡野　蒼生 工業技術科 鶴原　光輝

大分県高等学校教育研究会商業部会部会長表彰 総合学科 加嶋　一稀 工業技術科 濵田　龍洋

総合学科 川野　　桜 工業技術科 藤澤　　優

総合学科 山野内　美月

総合学科 新名　亜望

総合学科 檜垣　遥楓 種類 学科名 漢字氏名

日本赤十字社大分県支部長表彰（個人） 福祉科 伊藤　さくら 総合学科 平川　　翔

日本赤十字社大分県支部長表彰（団体）　ＪＲＣ部 福祉科 神河　梨枝 総合学科 富松　赳史

食農ビジネス科 清家　正平

工業技術科 濱田　龍洋

総合学科 田代　寧皇

総合学科 川野　莉奈

食農ビジネス科 髙橋　明日香

食農ビジネス科 松田　直樹

 平成２９年度大分県高等学校野球連盟優秀選手及び部員表彰 総合学科 難波　昴生

【高体連・高文連・高野連表彰】

全国工業高等学校長協会ジュニアマイスター顕彰シルバー

大分県高等学校体育連盟体育スポーツ賞（体育活動）

大分県高等学校体育連盟体育スポーツ賞（スポーツ活動）

大分県高等学校文化連盟会長賞（職業部農業）

全国工業高等学校長協会ジュニアマイスター顕彰ゴールド

大分県高等学校教育研究会工業部会ジュニアマイスター顕彰ブロンズ

大分県高等学校家庭クラブ連盟表彰

【科表彰】

全国工業高等学校長協会ジュニアマイスター顕彰生徒特別表彰

【県表彰】

大分県産業教育振興会長表彰

 大分県学校農業クラブ連盟表彰（県大会優秀者・全国大会入賞者）

【全国表彰】

公益財団法人産業教育振興中央会長賞

全国商業高等学校協会三種目以上１級合格者表彰

平成２９年度卒業生表彰者一覧



種類 学科名 漢字氏名

種類 学科名 漢字氏名 総合学科 立川　　響

食農ビジネス科 塩月　麻未 総合学科 大嶋　恵美

食農ビジネス科 軸丸　実紅 総合学科 亀井　さくら

食農ビジネス科 清家　正平 総合学科 河野　健太

食農ビジネス科 田中　綾一 総合学科 三浦　大聖

食農ビジネス科 村上　莉奈 食農ビジネス科 鈴木　達也

食農ビジネス科 渡辺　未都 食農ビジネス科 染矢　大河

工業技術科 芦苅　　仁 工業技術科 吉田　大成

工業技術科 内山田　光史 福祉科 丸岡　　栞

工業技術科 江藤　大樹 総合学科 長澤　成美

工業技術科 吉良　朋樹 食農ビジネス科 松田　直樹

工業技術科 染矢　悠登 工業技術科 安部　悠平

工業技術科 藤野　健臣 工業技術科 伊東　太一

福祉科 神河　那奈 工業技術科 内山田　光史

福祉科 河野　柚花 工業技術科 岡野　蒼生

福祉科 髙橋　　翼 工業技術科 河野　聖弥

福祉科 谷川　浩代 工業技術科 竹内　天馬

福祉科 廣戸　佑香 工業技術科 疋田　恭太郎

総合学科１組 石橋　彩子 工業技術科 泥谷　龍真

総合学科１組 梅田　凱斗 工業技術科 山内　孝太朗

総合学科１組 江川　慶太 工業技術科 山﨑　　迅

総合学科１組 川野　莉奈 工業技術科 吉田　大成

総合学科１組 清水　里奈 福祉科 穴見　花琳

総合学科１組 髙野　椋子 福祉科 嵐　　茉由

総合学科１組 坪根　秀樹 福祉科 伊藤　さくら

総合学科１組 冨松　菜緒 福祉科 谷川　浩代

総合学科１組 永谷　美侑 福祉科 戸　佑香

総合学科１組 宮　　萌香 総合学科 山本　葉月

総合学科１組 渡辺　　魁 総合学科 甲斐　一真

総合学科２組 大嶋　恵美 総合学科 髙浪　凌一

総合学科２組 髙浪　凌一 総合学科 山下　孝祐

総合学科２組 田代　寧皇 総合学科 須和　秀一

総合学科２組 長澤　成美 総合学科 本田　博人

総合学科２組 羽明　　唯 食農ビジネス科 伊藤　　匠

総合学科２組 森　　　翔 食農ビジネス科 大村　一将

総合学科２組 吉田　真菜 食農ビジネス科 甲斐　崇誠

総合学科３組 伊賀　美由紀 食農ビジネス科 久保田　聡一郎

総合学科３組 大竹　　舞 食農ビジネス科 佐藤　穂香

総合学科３組 岡田　　翼 食農ビジネス科 軸丸　実紅

総合学科３組 後藤　　鈴 食農ビジネス科 鈴木　達也

総合学科３組 塩月　柊己 食農ビジネス科 髙橋　明日香

総合学科３組 高司　泰知 食農ビジネス科 細越　里奈

総合学科３組 髙山　ゆうか 食農ビジネス科 松田　直樹

総合学科３組 西　　蓮弥 食農ビジネス科 清家　正平

総合学科３組 泥谷　将斗 工業技術科 濵田　龍洋

総合学科３組 本田　博人 福祉科 白岩　　月

総合学科３組 村松　　樹 福祉科 谷川　浩代

総合学科３組 渡辺　　蘭 総合学科 石橋　彩子

総合学科 石井　悠理 総合学科 江川　慶太

総合学科 髙畠　永遠 総合学科 清水　里奈

総合学科 田代　寧皇

総合学科 村上　　稜

種類 学科名 漢字氏名 総合学科 山下　孝祐

人間力大賞 食農ビジネス科 髙橋　明日香 吹奏楽部

食農ビジネス科 塩月　麻未 食農ビジネス科 髙橋　明日香

食農ビジネス科 髙橋　明日香 総合学科 甲斐　一真

工業技術科 久根田　聖太

工業技術科 毛利　　彪

福祉科 小手川　真菜

【人間力プラスワン】

リーダーシップ部門

リーダーシップ部門

地域貢献力部門

チャレンジ部門（マイスター）

多読賞

チャレンジ部門（各種コンクール）

チャレンジ部門（専門部）

チャレンジ部門（部活動）

【校内表彰】

三カ年皆勤賞


