
【３か年皆勤】（１２８名）
クラス 人数

麻生 大智 穴井 天悠 伊藤 佑樹 今井 玲音 上野 幸太郎
江藤 彰悟 大塚 虎太郎 神品 秀平 竹山 涼香 松本 稜央
秋吉 勇希  安東 慶介 石井 海斗 今村 栞太 梅木 風斗
江藤 駿 加藤 海来 河室 祐希 目 杜海 佐藤 成也
首藤 充希 田島 駿太 玉田 康陽 眺野 優花 戸馬田 蒼士
姫野 広太郎 船瀬 飛陽 松尾 歩輝 松下 勇真 若林 悠翔
和田 真斗 渡邊 一啓
足立 勇汰 穴井 翔斗 安部 凌輝 今井 将裕 岩本 知紘
加藤 凌汰 隅 悠人 高橋 柾希 田口 光助 田中 秀弥
田村 海渡 仲元 廉人 日高 拓夢 的石 拓弥 向 条太郎
村上 遼 森 俊介 矢野 優基
内田   大幾 衞藤   大翔 大亀   幸輝 小野   虎徹 小野   大地
門田   大河 橘髙   勇成 佐藤   友亮 高橋   大翔 富來   柊真
西嶋   友翔 濱村   泰雅 林田   陸 平尾   健太朗 淵野   日向
松口   幸央 山口   圭介 山村   瑞樹
安達 飛鳥 阿部 雅功 飯塚 寧音 伊規須 智之 伊藤 未来
今山 稜将 岩尾 小雪 上野 優真 江原 歩夢 甲斐 明日香
清澤 花音 古賀 太晟 児玉 匠 小橋 章央 佐藤 陣太
清水 彩子 竹下 晃太 鶴田 まゆ 成尾 泉澄 日野 莉子
廣田 匡喜 堀田 林花 山口 夏奈 山﨑 亜美 吉田 武琉
安部 涼亮 菊口    凜 園部 紗子 原田 愛梨 光武 侑哉
太田 瑠星 吉良 悠月 髙松 大暉 姫野 星里 南     杏佳
岡部 楓舞 島村 景介 波多野 桜子 藤澤 孟則 村山 嵐士
河野 晃稀 下川 利紗 早水 潤一 御手洗 弘成
上田 佳奈 瓜生田 かおり 瓜生田 さおり 衛藤 美羽 岡部 由依
小野 桃花 小松 未来 佐々木 実由 佐藤 胡桃 水田 将吾
帆足 歩美 田原 侑希 玉田 珠蘭 中川 千聖 古木 宇宙
薬真寺 郁斗

【大分県産業教育振興会⾧賞】上野優真 
【大分県高等学校教育研究会工業部会⾧賞】上田佳奈
【大分県高等学校文化連盟表彰】小野桃花 玉田珠蘭
【大分県建築士事務所協会⾧賞】▽優秀賞 山﨑亜美 ▽佳作 堤内晴海、堀田林花
【大分県建設業協会⾧賞】江原歩夢 
【日本工業化学教育研究会⾧賞】太田瑠星
【全国インテリア科教育研究会⾧賞】藤原二葉
【日本赤十字社大分県支部⾧表彰】髙橋祐樹
【高校生技能振興奨励賞】岩尾小雪

【全国産業教育振興中央会⾧賞】二宮拓海
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【INTERIOR優秀学生賞】衛藤詩織
【危険物乙種全類取得者表彰】（４１名）

足立 勇汰 向 条太郎 岡部 楓舞 園部 紗子 光武 侑哉
穴井 翔斗 森田 大登 加口 元基 髙橋 啓介 村山 嵐士
安部 凌輝 秋吉 佑紀 菊口    凜 髙松 大暉 山下 胡桃
今井 将裕 門田 大河 吉良 悠月 谷本 祐人 幸    伶樹
上野 誠哉 山越 颯良 久保田 汐音 津田 実璃 吉田    晶
城 飛翔 伊規須 智之 黒川    翔 早水 潤一
田口 光助 安部 涼亮 財前 利陸 肥川     唯
田中 秀弥 上野 拳侑 島村 景介 姫野 星里
的石 拓弥 太田 瑠星 下川 利紗 御手洗 弘成

【ジュニアマイスター顕彰】
田口 光助

（ゴールド １１名）
恒廣 大輝 城 飛翔 加藤 凌汰
森田 大登 矢川 大輔 秋吉 佑紀
伊規須 智之 山口 夏奈

（シルバー ４６名）
森田 健祐 森田 一希 江藤 駿
髙山 大気 田島 駿太 田邉 篤志
戸馬田 蒼士 姫野 広太郎 船瀬 飛陽
安部 凌輝 今井 将裕 岩本 知紘
木野 悠翔 高橋 柾希 田中 秀弥
的石 拓弥 向 条太郎 津野 兼汰
岩尾 小雪 上野 優真 衛藤 詩織
古賀 太晟 児玉 匠 小橋 章央
清水 彩子 堤内 晴海 平野 稜太
渕上 翼 吉田 武琉 安部 涼亮
島村 景介 髙橋 啓介 山田 翔太郎
吉田 晶

鶴田 まゆ 山﨑 亜美 吉武 桃子
【成績優秀者表彰】

大谷 蓮奈 城 飛翔 山口 夏奈 幸 伶樹 玉田 珠蘭

学校名:  大分県立鶴崎工業高等学校
卒業式日時: 令和２年３月２日（月） 10:00～
会 場:  大分県立鶴崎工業高等学校 体育館
卒業生人数: ２７１人
担当者: ３学年主任 新川幸正 教諭

（ブロンズ 4名）

(特別表彰 １名）

坂口 皓紀

伊藤 未来
江原 歩夢

上野 誠哉
仲元 廉人

藤内 尚輝
宮本 碧海

上野 幸太郎
大谷 蓮奈

佐久間 勝豊
田口 光助
門田 大河

加口 元基
幸 伶樹

佐藤 海斗
田 匡喜



【追加外部団体表彰】

各 賞 の 名 称
公益財団法人大分県体育協会スポ−ツ優良生徒

大分県高等学校体育連盟スポーツ優秀選手表彰

今井  玲音 佐藤 僚星

橘髙 勇成 阿部 雅功

伊藤 未来 佐藤 海斗

太田 瑠星 波多野桜子

大分県高等学校野球連盟生徒表彰

氏   名

大分県高等学校体育連盟卒業生表彰（特別賞）

  木下 幹太

       木下 幹太

   山口 圭介


