
表彰順 大会
タイカイ

名
メイ

等
ナド

受賞年月日 個人・団体 成績 部活動

1 第10回　相知ＳＰＡカップ　女子バスケットボール大会 平成28年11月13日 団体 優勝 女子バスケ

2 第7回　クリスマスカップ　女子バスケットボール大会 平成28年12月23日 団体 優勝 女子バスケ

3 第7回　クリスマスカップ　男子バスケットボール大会 平成28年12月24日 団体 準優勝 男子バスケ

4 第11回　年末ＳＰＡ錬成大会　女子バスケットボール部 平成28年12月24日 団体 準優勝 女子バスケ

5 第66回　”社会を明るくする運動”作文コンテスト 平成28年12月26日 個人 優秀賞

6 平成29年1月9日 敢闘賞 放送部

7 平成29年1月9日 第3位 放送部

8 平成29年1月9日 第3位 放送部

9 平成29年1月9日 第4位 放送部

10 西日本新聞社主催　第66回　西日本書き方大会 平成28年11月13日 個人 秀逸

11 第15回九州新人中学生テニス選手権大会　佐賀県予選　女子団体 平成29年1月22日 団体 第3位 テニス

12 第15回九州新人中学生テニス選手権大会　佐賀県予選　女子チャレンジカップ 平成29年1月22日 団体 第3位 テニス

13 第15回九州新人中学生テニス選手権大会　女子ダブルス 平成29年1月22日 個人 第3位 テニス

14 平成29年1月29日 最優秀賞 放送部

15 平成29年1月29日
九州龍谷
短期大学

賞
放送部

16 平成29年1月29日 優秀賞 放送部

17 平成29年1月29日 優秀賞 放送部

18 平成29年1月29日 優良賞 放送部

19 平成28年度　第17回　アバンセ杯放送コンクール　アナウンス部門 平成29年1月29日 団体 優秀賞 放送部

20 第15回九州新人中学生テニス選手権大会　佐賀県予選　男子チャレンジカップ 平成29年1月29日 団体 優勝 テニス

21 平成29年1月29日 個人
日本PTA
全国協議

会
書道

22 平成29年1月21日 個人 研究会賞 書道

23 平成29年1月21日 個人 研究会賞 書道

24
第52回　新春読書感想文コンクール　佐賀県審査　自由図書の部
「武器より一冊の本をください」を読んで

平成29年1月21日 個人 優秀賞

25
第55回　新春読書感想文コンクール　佐賀県審査　自由図書の部
「星の王子さま」を読んで

平成29年1月21日 個人 優良賞

26
第58回　新春読書感想文コンクール　佐賀県審査　課題図書の部
「一つ一つの積み重ね」

平成29年1月21日 個人 優良賞

27 平成29年1月21日 書道

28 平成29年1月21日 書道

29 平成29年1月21日 書道

30 平成29年1月21日 書道

31 平成29年1月21日 書道

32 平成29年1月21日 書道

第7回　校内表彰（中学）　　　登壇者リスト    
                                                         平成29年2月20日(月）　（　※中学校体育館　）

第17回　佐賀県百人一首大会 個人

平成28年度　第17回　アバンセ杯放送コンクール　朗読部門 個人

第60回　全国書きぞめ作品展覧会

第60回　全国書きぞめ作品展覧会 個人

特選賞

入選賞

第17回　佐賀県百人一首大会　中学生団体の部 団体



33 平成29年1月21日 書道

34 平成29年1月21日 書道

35 平成29年1月29日 書道

36 平成29年1月29日 書道

37 平成29年1月31日 特選 美術

38 平成29年1月31日 準特選 美術

39 平成29年1月31日

40 平成29年1月31日

41 平成29年1月31日

42 平成29年1月31日

43 平成29年1月31日

44 平成29年1月31日

45 平成29年1月31日

46 平成29年1月31日

47 平成29年1月31日

48 平成29年1月31日

49 平成29年1月31日

50 平成29年1月31日

51 平成29年1月31日

52 平成29年1月31日

53 平成29年1月31日

54 平成29年1月31日

55 平成29年1月31日

56 平成29年1月31日

57 平成29年1月31日

58 平成29年1月31日

59 平成29年1月31日

60 平成29年1月31日

61 平成29年1月31日

62 平成29年1月31日

63 平成29年1月31日

64 平成29年1月31日

65 平成29年1月31日

66 平成29年1月31日

67 平成29年1月31日

68 平成29年1月31日

69 平成29年1月31日

70 平成29年1月31日

71 平成29年1月31日

72 平成29年1月31日

73 平成29年1月16日

74 平成29年1月16日

75
第52回　新春読書感想文コンクール　佐賀市審査　自由図書の部
「武器より一冊の本をください」を読んで

平成29年1月16日 個人 特選

76
第53回　新春読書感想文コンクール　佐賀市審査　自由図書の部
「心のおくりびと」

平成29年1月16日 個人 特選

77
第54回　新春読書感想文コンクール　佐賀市審査　自由図書の部
「カラフル」を読んで

平成29年1月16日 個人 入選

78
第55回　新春読書感想文コンクール　佐賀市審査　自由図書の部
「星の王子さま」を読んで

平成29年1月16日 個人 特選

79
第56回　新春読書感想文コンクール　佐賀市審査　自由図書の部
「武器より一冊の本をください」を読んで

平成29年1月16日 個人 特選

80
第57回　新春読書感想文コンクール　佐賀市審査　自由図書の部
「カラフル」を読んで

平成29年1月16日 個人 特選

81
第58回　新春読書感想文コンクール　佐賀市審査　課題図書の部
「一つ一つの積み重ね」

平成29年1月16日 個人 特選

82
第52回　新春読書感想文コンクール　佐賀市審査　自由図書の部
「ハッピーバースデーを読んで」

平成28年1月31日 個人 特選

83
第53回　新春読書感想文コンクール　佐賀市審査　自由図書の部
「愛と善悪」

平成28年1月31日 個人 特選

平成28年度　新年書き方会　（佐賀市審査）　毛筆の部 個人 特選

第60回　全国書きぞめ作品展覧会 個人

入選賞

第5回　佐賀県中学校デッサンコンクール 個人

平成28年度　新年書き方会　（佐賀市審査）　硬筆の部 個人

特選

入選

平成28年度　新年書き方会　（佐賀市審査）　毛筆の部 個人

特選

入選

平成28年度　新年書き方会　（校内審査）　硬筆の部 個人 特選

平成28年度　新年書き方会　（校内審査）　毛筆の部 個人 特選



表彰順 大会
タイカイ

名
メイ

等
ナド

受賞年月日 個人・団体 成績 部活動

1 第84回全国書画展覧会　書の部 平成28年11月20日 個人 筆都大賞

2
全国貯蓄納税組合連合会並びに国税庁が主催する
中学生の税についての作品募集

平成28年11月11日 個人 優秀賞

3
全国貯蓄納税組合連合会並びに国税庁が主催する
中学生の税についての作品募集

平成28年11月11日 個人 優秀賞

4 第１回山内カップ　女子バスケットボール大会 平成28年12月4日 団体 優勝 女子バスケ

5 中体連主催　第20回佐賀市中学校団体マラソン大会 平成28年12月8日 個人 第10位

6
第16回　佐賀県理科・化学教育研究発表会
『アリと食品の関連性』

平成28年12月10日 団体 会長賞 サイエンス

7
第18回　創造アイデアロボットコンテスト
九州地区中学生大会（熊本大会）　基礎部門

平成28年12月11日 団体 敢闘賞 サイエンス

8
第18回　創造アイデアロボットコンテスト
九州地区中学生大会（熊本大会）　活用部門

平成28年12月11日 団体 アイデア賞 サイエンス

9 第23回小城カップ21秋季大会 平成28年12月11日 団体
2位トーナ

メント
第3位

女子バスケ

第6回　校内表彰（中学）　　　登壇者リスト    
平成２8年１2月22日(木）　2学期終業式前（中学校体育館）



表彰順 大会
タイカイ

名
メイ

等
ナド

受賞年月日 個人・団体 成績 部活動

1 第69回　佐賀市中学校新人軟式野球大会 平成28年10月30日 団体 第3位 軟式野球

2 第4回　佐賀県中学生秋季団体戦（テニス） 平成28年10月29日 団体 第3位 ソフトテニス

3 第4回　佐賀県中学生秋季団体戦（テニス） 平成28年10月29日 団体 第3位 ソフトテニス

4 第52回　ＪＡ共済小中学生書道コンクール　半紙の部 平成28年10月29日 個人 知事賞

5 第60回　佐賀県中学校英語暗唱大会 平成28年11月7日 個人 教育長賞

6 表彰状（水泳） 平成28年11月1日 個人 表彰 水泳

7
第62回　青少年読書感想文コンクール　県審査
「『サダコ』から学んだこと」

平成28年10月27日 個人 佳作

8
第62回　青少年読書感想文コンクール　県審査
「『まく子』を読んで」

平成28年10月27日 個人 佳作

9 中学生の租税に関する書写募集 平成28年11月5日 個人 佳作

10 中学生の租税に関する書写募集 平成28年11月5日 個人 県税事務所長賞

11
第14回　創造アイデアロボットコンテスト
佐賀県中学生大会　基礎部門

平成28年11月12日 団体 優勝 サイエンス

12
第14回　創造アイデアロボットコンテスト
佐賀県中学生大会　基礎部門

平成28年11月12日 団体 準優勝 サイエンス

13
第14回　創造アイデアロボットコンテスト
佐賀県中学生大会　活用部門

平成28年11月12日 団体 優勝 サイエンス

14
第14回　創造アイデアロボットコンテスト
佐賀県中学生大会　活用部門

平成28年11月12日 団体 準優勝 サイエンス

15
第14回　創造アイデアロボットコンテスト
佐賀県中学生大会　活用部門

平成28年11月12日 団体 第三位 サイエンス

16
第14回　創造アイデアロボットコンテスト
佐賀県中学生大会　応用部門

平成28年11月12日 団体 優勝 サイエンス

17
第14回　創造アイデアロボットコンテスト
佐賀県中学生大会　応用部門

平成28年11月12日 団体 第三位 サイエンス

18
第31回国民文化祭・あいち2016　小野道風公奉賛
第68回全国書道展覧会　学生半紙の部

平成28年11月3日 個人 遺跡保存会賞

19
第69回佐賀県児童生徒理科研究発表会
「水車を使った効率の良い発電とは」

平成28年11月19日 団体
小城市

教育長賞

20 第54回中学生作文コンクール 平成28年11月18日 個人

都道府県
別賞

佐賀県一
等

21 第54回中学生作文コンクール 平成28年11月18日 個人
都道府県

別賞
佐賀県佳

22
郷土の誇りを"未来へ"コンクール
自由研究「佐賀藩の科学技術の発展」

平成28年10月29日 個人 入賞

23 七夕書き方会　県審査　毛筆の部 平成28年10月4日 個人 特選

24 七夕書き方会　県審査　毛筆の部 平成28年10月4日 個人 特選

25 七夕書き方会　県審査　毛筆の部 平成28年10月4日 個人 特選

26 七夕書き方会　県審査　毛筆の部 平成28年10月4日 個人 特選

27 七夕書き方会　県審査　毛筆の部 平成28年10月4日 個人 入選

28 七夕書き方会　県審査　毛筆の部 平成28年10月4日 個人 入選

29 七夕書き方会　県審査　毛筆の部 平成28年10月4日 個人 入選

30 七夕書き方会　県審査　毛筆の部 平成28年10月4日 個人 入選

平成２8年１1月29日(火）　期末考査後（中学校体育館）
第5回　校内表彰（中学）　　　登壇者リスト    



31 七夕書き方会　県審査　毛筆の部 平成28年10月4日 個人 入選

32 七夕書き方会　県審査　毛筆の部 平成28年10月4日 個人 入選

33 七夕書き方会　県審査　硬筆の部 平成28年10月4日 個人 特選

34 七夕書き方会　県審査　硬筆の部 平成28年10月4日 個人 特選

35 七夕書き方会　県審査　硬筆の部 平成28年10月4日 個人 特選

36 七夕書き方会　県審査　硬筆の部 平成28年10月4日 個人 入選

37 七夕書き方会　県審査　硬筆の部 平成28年10月4日 個人 入選

38 七夕書き方会　県審査　硬筆の部 平成28年10月4日 個人 入選

39 七夕書き方会　県審査　硬筆の部 平成28年10月4日 個人 入選

40 第69回　理科研究発表会　「水車を使った効率の良い発電とは」 平成28年10月25日 団体 特選

41 第69回　理科研究発表会　「アリと食品の関係性」 平成28年10月25日 団体 入選

42 第69回　理科研究発表会　「紙が受ける空気抵抗」 平成28年10月25日 団体 入選

43 第52回　ＪＡ共済小中学生書道コンクール　半紙の部 平成28年10月29日 個人 金賞

44 第60回　佐賀市中学校英語暗唱大会 平成28年10月27日 個人 第2位

45 第14回　創造アイデアロボットコンテスト　佐賀県中学生大会　応用部門 平成28年11月12日 団体 敢闘賞 サイエンス

46 第52回　ＪＡ共済小中学生書道コンクール　条幅の部 平成28年10月29日 個人 銀賞

47 第52回　ＪＡ共済小中学生書道コンクール　条幅の部 平成28年10月29日 個人 銀賞

48 第52回　ＪＡ共済小中学生書道コンクール　条幅の部 平成28年10月29日 個人 銀賞

49 第52回　ＪＡ共済小中学生書道コンクール　条幅の部 平成28年10月29日 個人 銅賞

50 第52回　ＪＡ共済小中学生書道コンクール　条幅の部 平成28年10月29日 個人 銅賞

51
第31回国民文化祭・あいち2016　小野道風公奉賛
第68回全国書道展覧会　学生半紙の部

平成28年11月3日 個人 準特選

52
第31回国民文化祭・あいち2016　小野道風公奉賛
第68回全国書道展覧会　学生半紙の部

平成28年11月3日 個人 準特選

53
第31回国民文化祭・あいち2016　小野道風公奉賛
第68回全国書道展覧会　学生半紙の部

平成28年11月3日 個人 金賞

54
第31回国民文化祭・あいち2016　小野道風公奉賛
第68回全国書道展覧会　学生半紙の部

平成28年11月3日 個人 金賞

55
第31回国民文化祭・あいち2016　小野道風公奉賛
第68回全国書道展覧会　学生半紙の部

平成28年11月3日 個人 金賞

56
第31回国民文化祭・あいち2016　小野道風公奉賛
第68回全国書道展覧会　学生半紙の部

平成28年11月3日 個人 銀賞

57
第31回国民文化祭・あいち2016　小野道風公奉賛
第68回全国書道展覧会　学生半紙の部

平成28年11月3日 個人 銀賞

58
第31回国民文化祭・あいち2016　小野道風公奉賛
第68回全国書道展覧会　学生半紙の部

平成28年11月3日 個人 銀賞

59
第31回国民文化祭・あいち2016　小野道風公奉賛
第68回全国書道展覧会　学生半紙の部

平成28年11月3日 個人 銅賞

60
第31回国民文化祭・あいち2016　小野道風公奉賛
第68回全国書道展覧会　学生半紙の部

平成28年11月3日 個人 銅賞

68
第31回国民文化祭・あいち2016　小野道風公奉賛
第68回全国書道展覧会　学生半紙の部

平成28年11月3日 個人 銅賞



表彰順 大会
タイカイ

名
メイ

等
ナド

受賞年月日 個人・団体 成績 部活動

1 佐賀県中体連　陸上競技大会　三年女子800m 平成28年7月25日 団体 第2位 陸上

2 第33回NHK杯全国中学校放送コンテスト　朗読部門 平成28年8月18日 団体 入選 放送

3 第71回　九州合唱コンクール 平成28年9月10日 団体 銅賞 音楽

4 第9回佐賀県中学生学年別テニス大会　シングルス男子１年生の部 平成28年9月25日 個人 第3位 テニス

5 第66回理科作品展覧会　『わが家の地盤沈下Ⅱ』 平成28年9月23日 個人 特選

6 第62回　青少年読書感想文コンクール　佐賀市審査 平成28年9月23日 個人 特選

7 第62回　青少年読書感想文コンクール　佐賀市審査 平成28年9月23日 個人 特選

8 第66回理科作品展覧会　『海水から塩を作れ！！　Ｐａｒｔ２』 平成28年9月23日 個人 入選

9 第66回理科作品展覧会　『こすると消えるインクの秘密』 平成28年9月23日 個人 入選

10 第66回理科作品展覧会　『初めて知った卵の固まる温度』 平成28年9月30日 個人 入選

11 第66回理科作品展覧会
　『カイワレ大根の３「し」大実験　３(スリー)「し」で味付け実験！』平成28年9月30日 個人 入選

12 第62回　青少年読書感想文コンクール　佐賀市審査 平成28年9月30日 個人 特選

13 第62回　青少年読書感想文コンクール　佐賀市審査 平成28年9月30日 個人 特選

14 第62回　青少年読書感想文コンクール　佐賀市審査 平成28年9月30日 個人 特選

15 第62回　青少年読書感想文コンクール　佐賀市審査 平成28年9月30日 個人 特選

16 第62回　青少年読書感想文コンクール　佐賀市審査 平成28年9月30日 個人 特選

17 第62回　青少年読書感想文コンクール　佐賀市審査 平成28年9月30日 個人 入選

18 第62回　青少年読書感想文コンクール　佐賀市審査 平成28年9月30日 個人 入選

19 佐賀市　七夕書き方会　硬筆 平成28年9月30日 個人 特選

20 佐賀市　七夕書き方会　硬筆 平成28年9月30日 個人 特選

21 佐賀市　七夕書き方会　硬筆 平成28年9月30日 個人 特選

22 佐賀市　七夕書き方会　硬筆 平成28年9月30日 個人 特選

23 佐賀市　七夕書き方会　硬筆 平成28年9月30日 個人 特選

24 佐賀市　七夕書き方会　硬筆 平成28年9月30日 個人 特選

25 佐賀市　七夕書き方会　硬筆 平成28年9月30日 個人 特選

第4回　校内表彰（中学）　　　登壇者リスト    
平成２8年１０月1３日(木）　中間考査後（中学校体育館）



26 佐賀市　七夕書き方会　硬筆 平成28年9月30日 個人 特選

27 佐賀市　七夕書き方会　硬筆 平成28年9月30日 個人 入選

28 佐賀市　七夕書き方会　硬筆 平成28年9月30日 個人 入選

29 佐賀市　七夕書き方会　硬筆 平成28年9月30日 個人 入選

30 佐賀市　七夕書き方会　硬筆 平成28年9月30日 個人 入選

31 佐賀市　七夕書き方会　硬筆 平成28年9月30日 個人 入選

32 佐賀市　七夕書き方会　硬筆 平成28年9月30日 個人 入選

33 佐賀市　七夕書き方会　硬筆 平成28年9月30日 個人 入選

34 佐賀市　七夕書き方会　硬筆 平成28年9月30日 個人 入選

35 佐賀市　七夕書き方会　毛筆 平成28年9月30日 個人 特選

36 佐賀市　七夕書き方会　毛筆 平成28年9月30日 個人 特選

37 佐賀市　七夕書き方会　毛筆 平成28年9月30日 個人 特選

38 佐賀市　七夕書き方会　毛筆 平成28年9月30日 個人 特選

39 佐賀市　七夕書き方会　毛筆 平成28年9月30日 個人 特選

40 佐賀市　七夕書き方会　毛筆 平成28年9月30日 個人 特選

41 佐賀市　七夕書き方会　毛筆 平成28年9月30日 個人 特選

42 佐賀市　七夕書き方会　毛筆 平成28年9月30日 個人 特選

43 佐賀市　七夕書き方会　毛筆 平成28年9月30日 個人 特選

44 佐賀市　七夕書き方会　毛筆 平成28年10月4日 個人 特選

45 佐賀市　七夕書き方会　毛筆 平成28年10月4日 個人 入選

46 佐賀市　七夕書き方会　毛筆 平成28年10月4日 個人 入選

47 佐賀市　七夕書き方会　毛筆 平成28年10月4日 個人 入選

48 佐賀市　七夕書き方会　毛筆 平成28年10月4日 個人 入選

49 佐賀市　七夕書き方会　毛筆 平成28年10月4日 個人 入選

50 佐賀市　七夕書き方会　毛筆 平成28年10月4日 個人 入選

51 佐賀市　七夕書き方会　毛筆 平成28年10月4日 個人 入選

52 佐賀市　七夕書き方会　毛筆 平成28年10月4日 個人 入選



表彰順 大会
タイカイ

名
メイ

等
ナド

受賞年月日 個人・団体 成績 部活動

1 佐賀県中体連　水泳競技大会　女子飛び板飛び込み 平成28年7月24日 個人 第1位 水泳

2 佐賀県中体連　水泳競技大会　女子高飛び込み 平成28年7月24日 個人 第1位 水泳

3
全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ　夏季水泳競技大会
1m 飛び板飛び込み

平成28年8月25日 個人 第8位 水泳

4 佐賀県中体連　水泳競技大会　女子800m自由形 平成28年7月25日 個人 第2位 水泳

5 佐賀県中体連　水泳競技大会　女子400m自由形 平成28年7月25日 個人 第3位 水泳

6 佐賀県中体連　水泳競技大会　女子200m自由形 平成28年7月25日 個人 第3位 水泳

7 佐賀県中体連　水泳競技大会　男子400mリレー 平成28年7月26日 団体 第3位 水泳

8 佐賀県中体連　軟式野球競技大会 平成28年7月30日 団体 第3位 軟式野球

9 第71回九州合唱コンクール　佐賀県予選 平成28年7月31日 団体 金賞 合唱

10 第83回NHK全国学校音楽コンクール佐賀県大会 平成28年8月3日 団体 銀賞 合唱

11
ものスゴフェスタ2016　ロボット競技会（中学校の部）
基礎部門

平成28年8月28日 団体 優勝 サイエンス

12
ものスゴフェスタ2016　ロボット競技会（中学校の部）
基礎部門

平成28年8月28日 団体 準優勝 サイエンス

13
ものスゴフェスタ2016　ロボット競技会（中学校の部）
活用部門

平成28年8月28日 団体 優勝 サイエンス

14
ものスゴフェスタ2016　ロボット競技会（中学校の部）
活用部門

平成28年8月28日 団体 準優勝 サイエンス

第３回　校内表彰（中学）　　　登壇者リスト    

平成２8年９月1日(木）　始業式前（中学校体育館）



表彰順 大会
タイカイ

名
メイ

等
ナド

受賞年月日 個人・団体 成績 部活動

1 第45回　佐賀県中学陸上競技選手権大会　女子100mハードル 平成28年5月21日 個人 第2位 陸上

2 第45回　佐賀県中学陸上競技選手権大会　男子400mリレー 平成28年5月21日 団体 第2位 陸上

3 第62回全日本中学校　通信陸上競技大会　佐賀大会
共通男子400mリレー 平成28年6月26日 団体 第5位 陸上

4 第62回全日本中学校　通信陸上競技大会　佐賀大会
2年男子100m 平成28年6月26日 個人 第3位 陸上

5 第62回全日本中学校　通信陸上競技大会　佐賀大会
共通女子100mハードル 平成28年6月26日 個人 第5位 陸上

6 第62回全日本中学校　通信陸上競技大会　佐賀大会
共通女子800m 平成28年6月26日 個人 第5位 陸上

7 第62回全日本中学校　通信陸上競技大会　佐賀大会
共通女子200m 平成28年6月26日 個人 第7位 陸上

8 第62回全日本中学校　通信陸上競技大会　佐賀大会
共通女子100mハードル 平成28年6月26日 個人 第7位 陸上

9 第9回佐賀県中学校　スケッチ大会 平成28年5月30日 個人 特選 美術

10 第9回佐賀県中学校　スケッチ大会 平成28年5月30日 個人 特選 美術

11 第9回佐賀県中学校　スケッチ大会 平成28年5月30日 個人 準特選 美術

12 第9回佐賀県中学校　スケッチ大会 平成28年5月30日 個人 準特選 美術

13 第9回佐賀県中学校　スケッチ大会 平成28年5月30日 個人 準特選 美術

14 佐賀県中学生　テニス競技大会 平成28年6月25日 団体 第3位 テニス

15 佐賀県中学生　テニス競技大会 平成28年6月25日 個人ダブルス 第3位 テニス

16 第53回　佐賀市中学校　水泳競技大会 平成28年6月30日 団体 第2位 水泳

17 第53回　佐賀市中学校　水泳競技大会
50m自由形 平成28年6月30日 個人 第1位 水泳

18 第53回　佐賀市中学校　水泳競技大会
50m自由形 平成28年6月30日 個人 第2位 水泳

19 第53回　佐賀市中学校　水泳競技大会
50m自由形 平成28年6月30日 個人 第5位 水泳

20 第53回　佐賀市中学校　水泳競技大会
100m自由形 平成28年6月30日 個人 第1位 水泳

21 第53回　佐賀市中学校　水泳競技大会
100m自由形 平成28年6月30日 個人 第4位 水泳

22 第53回　佐賀市中学校　水泳競技大会
100m背泳ぎ 平成28年6月30日 個人 第2位 水泳

23 第53回　佐賀市中学校　水泳競技大会
100m背泳ぎ 平成28年6月30日 個人 第4位 水泳

24 第53回　佐賀市中学校　水泳競技大会
200m背泳ぎ 平成28年6月30日 個人 第2位 水泳

25 第53回　佐賀市中学校　水泳競技大会
200m背泳ぎ 平成28年6月30日 個人 第5位 水泳

26 第53回　佐賀市中学校　水泳競技大会
100m平泳ぎ 平成28年6月30日 個人 第5位 水泳

27 第53回　佐賀市中学校　水泳競技大会
100mバタフライ 平成28年6月30日 個人 第5位 水泳

28 第53回　佐賀市中学校　水泳競技大会
1500m自由形 平成28年6月30日 個人 第5位 水泳

29 第53回　佐賀市中学校　水泳競技大会
1500m自由形 平成28年6月30日 個人 第6位 水泳

30 第53回　佐賀市中学校　水泳競技大会
400mリレー 平成28年6月30日 団体 第2位 水泳

31 第53回　佐賀市中学校　水泳競技大会
４００ｍメドレーリレー 平成28年6月30日 団体 第3位 水泳

32 第53回　佐賀市中学校　水泳競技大会
200m自由形 平成28年6月30日 個人 第1位 水泳

第２回　校内表彰（中学）　　　登壇者リスト    
平成２8年7月15日(金）　5時限目（中学校体育館）



33 第53回　佐賀市中学校　水泳競技大会
400m自由形 平成28年6月30日 個人 第2位 水泳

34 第53回　佐賀市中学校　水泳競技大会
400m自由形 平成28年6月30日 個人 第3位 水泳

35 第53回　佐賀市中学校　水泳競技大会
800m自由形 平成28年6月30日 個人 第2位 水泳

36 第53回　佐賀市中学校　水泳競技大会
50m自由形 平成28年6月30日 個人 第6位 水泳

37
第33回ＮＨＫ杯全国中学校　放送コンテスト　佐賀県大会
ラジオ番組部門　「致遠館中学校今昔物語」

平成28年7月3日 団体 優秀賞 放送

38 第33回ＮＨＫ杯全国中学校　放送コンテスト　佐賀県大会
朗読部門 平成28年7月3日 個人 最優秀賞 放送

39 第33回ＮＨＫ杯全国中学校　放送コンテスト　佐賀県大会
朗読部門 平成28年7月3日 個人 優良賞 放送

40 第33回ＮＨＫ杯全国中学校　放送コンテスト　佐賀県大会
朗読部門 平成28年7月3日 個人 優良賞 放送

41 第33回ＮＨＫ杯全国中学校　放送コンテスト　佐賀県大会
アナウンス部門 平成28年7月3日 個人 優良賞 放送

＊第1回校内表彰は（高校）のみでした。


