
表彰順 大会名等 受賞年月日 個人・団体 成績 部活動

1 第8回クリスマスカップ女子バスケットボール大会 平成29年12月23日 団体 優勝 バスケ

2 第8回クリスマスカップ男子バスケットボール大会 平成29年12月23日 団体 準優勝 バスケ

3 第１３回相知SPAカップ女子バスケットボール大会 平成29年12月29日 団体 準優勝 バスケ

4 2018MKKCUP 平成30年1月8日 団体 優勝 サッカー

5 第２９回佐賀県新人中学生テニス選手権大会 平成30年1月20日 団体 ３位 テニス

6 第２９回佐賀県新人中学生テニス選手権大会 平成30年1月21日 個人（ダブルス） 3位 テニス

7
第２９回佐賀県新人中学生テニス選手権大会県第１６回九州新人中学生テニス予
選大会

平成30年1月20日 団体 ２位 テニス

8 第２９回佐賀県新人中学生テニス選手権大会 平成30年1月21日 個人（ダブルス） ２位 テニス

9 第18回佐賀県百人一首大会 平成30年1月8日 団体 敢闘賞

10 第19回佐賀県百人一首大会 平成30年1月8日 個人 5位

11 第20回佐賀県百人一首大会 平成30年1月8日 個人 6位

12 第２３回佐賀県ヴォーカルアンサンブルフェスティバル 平成30年1月21日 団体 奨励賞 音楽

13 第61回佐賀市中学校英語暗唱大会 平成29年10月24日 団体 2位

14 第６回佐賀県立中学校デッサンコンクール 平成30年1月28日 個人 特選

15 平成２９年度第１８回アバンセ杯放送コンクール　　アナウンス部門 平成30年1月28日 個人 優良賞 放送

16 平成２９年度第１８回アバンセ杯放送コンクール　　朗読部門 平成30年1月28日 個人 優良賞 放送

17 平成２９年度第１８回アバンセ杯放送コンクール　　アナウンス部門 平成30年1月28日 個人 奨励賞 放送

18 第４８回市村アイディア賞審査 平成29年11月17日 個人 佳作

19 第４８回市村アイディア賞審査 平成29年11月17日 個人 努力賞

20
第４３回全国高等学校総合文化祭佐賀大会開催に係るマスコットキャラクター愛
称部門

平成30年1月28日 個人 入選

21
第４３回全国高等学校総合文化祭佐賀大会開催に係るマスコットキャラクター愛
称部門

平成30年1月28日 個人 入選

22 第１５回高田保馬博士顕彰文学作品コンクール 平成30年2月4日 個人 銀賞 書道

23 第５３回新春読書感想文コンクール　　市審査 平成30年1月16日 個人 市特選

24 第５３回新春読書感想文コンクール　　市審査 平成30年1月16日 個人 市特選

25 第５３回新春読書感想文コンクール　　市審査 平成30年1月16日 個人 市特選

26 第５３回新春読書感想文コンクール　　市審査 平成30年1月16日 個人 市特選

27 第５３回新春読書感想文コンクール　　市審査 平成30年1月16日 個人 市特選

28 第５３回新春読書感想文コンクール　　市審査 平成30年1月16日 個人 市特選

29 第５３回新春読書感想文コンクール　　市審査 平成30年1月16日 個人 市特選

30 第５３回新春読書感想文コンクール　　市審査 平成30年1月16日 個人 市特選

31 第５３回新春読書感想文コンクール　　市審査 平成30年1月16日 個人 市特選

32 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　毛筆の部 平成30年1月26日 個人 特選

33 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　毛筆の部 平成30年1月26日 個人 特選

34 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　毛筆の部 平成30年1月26日 個人 特選

35 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　毛筆の部 平成30年1月26日 個人 特選

36 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　毛筆の部 平成30年1月26日 個人 特選

第5回　校内表彰（中学）　　　登壇者リスト      
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年２月１９日(水）学年末考査後　（　中学校体育館　）



37 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　毛筆の部 平成30年1月26日 個人 特選

38 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　毛筆の部 平成30年1月26日 個人 特選

39 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　毛筆の部 平成30年1月26日 個人 特選

40 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　毛筆の部 平成30年1月26日 個人 特選

41 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　毛筆の部 平成30年1月26日 個人 入選

42 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　毛筆の部 平成30年1月26日 個人 入選

43 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　毛筆の部 平成30年1月26日 個人 入選

44 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　毛筆の部 平成30年1月26日 個人 入選

45 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　毛筆の部 平成30年1月26日 個人 入選

46 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　毛筆の部 平成30年1月26日 個人 入選

47 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　毛筆の部 平成30年1月26日 個人 入選

48 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　毛筆の部 平成30年1月26日 個人 校内特選

49 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　毛筆の部 平成30年1月26日 個人 校内特選

50 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　硬筆の部 平成30年1月26日 個人 特選

51 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　硬筆の部 平成30年1月26日 個人 特選

52 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　硬筆の部 平成30年1月26日 個人 特選

53 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　硬筆の部 平成30年1月26日 個人 特選

54 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　硬筆の部 平成30年1月26日 個人 特選

55 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　硬筆の部 平成30年1月26日 個人 特選

56 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　硬筆の部 平成30年1月26日 個人 特選

57 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　硬筆の部 平成30年1月26日 個人 入選

58 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　硬筆の部 平成30年1月26日 個人 入選

59 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　硬筆の部 平成30年1月26日 個人 入選

60 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　硬筆の部 平成30年1月26日 個人 入選

61 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　硬筆の部 平成30年1月26日 個人 入選

62 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　硬筆の部 平成30年1月26日 個人 入選

63 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　硬筆の部 平成30年1月26日 個人 入選

64 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　硬筆の部 平成30年1月26日 個人 校内特選

65 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　硬筆の部 平成30年1月26日 個人 校内特選

66 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　硬筆の部 平成30年1月26日 個人 校内特選

67 平成２９年度新年書き方佐賀市審査　　硬筆の部 平成30年1月26日 個人 校内特選



表彰順 大会名等 受賞年月日 個人・団体 成績 部活動

1 佐賀県七夕書き方会　　硬筆 平成29年10月3日 個人 特選

2 佐賀県七夕書き方会　　硬筆 平成29年10月3日 個人 入選

3 佐賀県七夕書き方会　　硬筆 平成29年10月3日 個人 入選

4 佐賀県七夕書き方会　　硬筆 平成29年10月3日 個人 入選

5 佐賀県七夕書き方会　　毛筆 平成29年10月3日 個人 特選

6 佐賀県七夕書き方会　　毛筆 平成29年10月3日 個人 特選

7 佐賀県七夕書き方会　　毛筆 平成29年10月3日 個人 特選

8 佐賀県七夕書き方会　　毛筆 平成29年10月3日 個人 特選

9 佐賀県七夕書き方会　　毛筆 平成29年10月3日 個人 特選

10 佐賀県七夕書き方会　　毛筆 平成29年10月3日 個人 特選

11 佐賀県七夕書き方会　　毛筆 平成29年10月3日 個人 特選

12 佐賀県七夕書き方会　　毛筆 平成29年10月3日 個人 入選

13 第５３回ＪＡ共済小・中学生書道コンクール 平成29年10月28日 個人 金賞

14 第５３回ＪＡ共済小・中学生書道コンクール 平成29年10月28日 個人 銀賞

15 第５３回ＪＡ共済小・中学生書道コンクール 平成29年10月28日 個人 銀賞

16 第５３回ＪＡ共済小・中学生書道コンクール 平成29年10月28日 個人 銀賞

17 第５３回ＪＡ共済小・中学生書道コンクール 平成29年10月28日 個人 銀賞

18 第５３回ＪＡ共済小・中学生書道コンクール 平成29年10月28日 個人 銀賞

19 第５３回ＪＡ共済小・中学生書道コンクール 平成29年10月28日 個人 銅賞

20 小野道風公奉賛第69回全国書道展覧会学生半紙の部 平成29年11月3日 個人 準特選 書道

21 小野道風公奉賛第69回全国書道展覧会学生半紙の部 平成29年11月3日 個人 準特選 書道

22 小野道風公奉賛第69回全国書道展覧会学生半紙の部 平成29年11月3日 個人 金賞 書道

23 小野道風公奉賛第69回全国書道展覧会学生半紙の部 平成29年11月3日 個人 金賞 書道

24 小野道風公奉賛第69回全国書道展覧会学生半紙の部 平成29年11月3日 個人 金賞 書道

25 小野道風公奉賛第69回全国書道展覧会学生半紙の部 平成29年11月3日 個人 金賞 書道

26 小野道風公奉賛第69回全国書道展覧会学生半紙の部 平成29年11月3日 個人 金賞 書道

27 小野道風公奉賛第69回全国書道展覧会学生半紙の部 平成29年11月3日 個人 銀賞 書道

28 小野道風公奉賛第69回全国書道展覧会学生半紙の部 平成29年11月3日 個人 銀賞 書道

29 小野道風公奉賛第69回全国書道展覧会学生半紙の部 平成29年11月3日 個人 銀賞 書道

30 小野道風公奉賛第69回全国書道展覧会学生半紙の部 平成29年11月3日 個人 銅賞 書道

31 小野道風公奉賛第69回全国書道展覧会学生半紙の部 平成29年11月3日 個人 銅賞 書道

32 小野道風公奉賛第69回全国書道展覧会学生半紙の部 平成29年11月3日 個人 銅賞 書道

33 小野道風公奉賛第69回全国書道展覧会学生半紙の部 平成29年11月3日 個人 入選 書道

34 小野道風公奉賛第69回全国書道展覧会学生半紙の部 平成29年11月3日 個人 遺跡保存会賞 書道

35 第85回全国書画展覧会書の部 平成29年11月19日 個人 筆都大賞 書道

36 第85回全国書画展覧会書の部 平成29年11月19日 個人 筆都大賞 書道

第４回　校内表彰（中学）　　　登壇者リスト      
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年１1月29日(水）2学期期末考査後　（　中学校体育館　）



37 第85回全国書画展覧会書の部 平成29年11月19日 個人 筆都大賞 書道

38 第85回全国書画展覧会書の部 平成29年11月19日 個人 筆都大賞 書道

39 中学生の租税に関する書写 平成29年11月11日 個人 県税事務所長賞

40 第６７回全国小・中学校作文コンクール佐賀県審査 平成29年10月3日 個人 優秀賞

41 第６７回全国小・中学校作文コンクール佐賀県審査 平成29年10月3日 個人 佳作

42 第63回青少年読書感想文コンクール  佐賀県審査 平成29年10月26日 個人 最優秀賞

43 第63回青少年読書感想文コンクール  佐賀県審査 平成29年10月26日 個人 優良賞

44 第63回青少年読書感想文コンクール  佐賀県審査 平成29年10月26日 個人 佳作

45 平成２９年度統計グラフ佐賀県コンクール 平成29年11月21日 個人 入選

46 第１５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29年11月11日 団体 優勝 サイエンス

47 第１５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29年11月11日 団体 準優勝 サイエンス

48 第１５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29年11月11日 団体 ３位 サイエンス

49 第１５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29年11月11日 団体 優勝 サイエンス

50 第１５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29年11月11日 団体 準優勝 サイエンス

51 第１５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29年11月11日 団体 敢闘賞 サイエンス

52 第１５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29年11月11日 団体 優勝 サイエンス

53 第１５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29年11月11日 団体 準優勝 サイエンス

54 第１５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29年11月11日 団体 ３位 サイエンス

55 第１５回創造アイデアロボットコンテスト佐賀県中学生大会　ロボコン大賞・宇宙科学館賞 平成29年11月11日 団体 ロボコン大賞・宇宙科学館賞 サイエンス

56 第70回佐賀県児童・生徒理科研究発表会　『効率の良い水力発電の条件とは』 平成29年11月11日 団体
特選

鹿島市長賞
サイエンス

57 佐賀県学童美術展佐賀県審査　　絵画の部 平成29年11月21日 個人 特選 書道

58 佐賀県学童美術展佐賀県審査　　絵画の部 平成29年11月21日 個人 準特選 書道

59 佐賀県学童美術展佐賀県審査　　デザインの部 平成29年11月21日 個人 準特選 書道

60 佐賀県学童美術展佐賀県審査　　デザインの部 平成29年11月21日 個人 準特選 書道

61 佐賀県学童美術展佐賀県審査　　線描の部 平成29年11月21日 個人 準特選 書道

62 中学生の「税についての作文」 平成29年11月11日 個人 佐賀県納税貯蓄組合連合会長賞

63 中学生の「税についての作文」 平成29年11月11日 個人 優秀賞

64 中学生の「税についての作文」 平成29年11月11日 個人 優秀賞

65 中学生の「税についての作文」 平成29年11月11日 個人 優秀賞

66 第５回佐賀県秋季中学生テニス大会 平成29年10月29日 団体 準優勝 テニス

67 第５回佐賀県秋季中学生テニス大会 平成29年10月29日 団体 ３位 テニス

68 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　絵画の部 平成29年11月9日 個人 特選

69 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　絵画の部 平成29年11月9日 個人 特選

70 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　絵画の部 平成29年11月9日 個人 特選

71 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　絵画の部 平成29年11月9日 個人 特選

72 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　絵画の部 平成29年11月9日 個人 特選

73 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　絵画の部 平成29年11月9日 個人 特選

74 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　絵画の部 平成29年11月9日 個人 特選



75 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　絵画の部 平成29年11月9日 個人 特選

76 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　線描の部 平成29年11月9日 個人 特選

77 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　線描の部 平成29年11月9日 個人 特選

78 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　線描の部 平成29年11月9日 個人 特選

79 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　デザインの部 平成29年11月9日 個人 特選

80 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　デザインの部 平成29年11月9日 個人 特選

81 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　デザインの部 平成29年11月9日 個人 特選

82 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　デザインの部 平成29年11月9日 個人 特選

83 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　デザインの部 平成29年11月9日 個人 特選

84 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　絵画の部 平成29年11月9日 個人 入選

85 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　絵画の部 平成29年11月9日 個人 入選

86 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　絵画の部 平成29年11月9日 個人 入選

87 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　絵画の部 平成29年11月9日 個人 入選

88 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　絵画の部 平成29年11月9日 個人 入選

89 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　絵画の部 平成29年11月9日 個人 入選

90 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　絵画の部 平成29年11月9日 個人 入選

91 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　絵画の部 平成29年11月9日 個人 入選

92 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　絵画の部 平成29年11月9日 個人 入選

93 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　絵画の部 平成29年11月9日 個人 入選

94 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　絵画の部 平成29年11月9日 個人 入選

95 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　絵画の部 平成29年11月9日 個人 入選

96 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　絵画の部 平成29年11月9日 個人 入選

97 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　デザインの部 平成29年11月9日 個人 入選

98 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　デザインの部 平成29年11月9日 個人 入選

99 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　デザインの部 平成29年11月9日 個人 入選

100 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　デザインの部 平成29年11月9日 個人 入選

101 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　デザインの部 平成29年11月9日 個人 入選

102 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　デザインの部 平成29年11月9日 個人 入選

103 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　デザインの部 平成29年11月9日 個人 入選

104 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　デザインの部 平成29年11月9日 個人 入選

105 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　線描の部 平成29年11月9日 個人 入選

106 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　線描の部 平成29年11月9日 個人 入選

107 佐賀県学童美術展佐賀支部審査　　線描の部 平成29年11月9日 個人 入選

108 平成29年度秋季ジュニア記録会　　2年女子１００Ｈ 平成29年10月21日 個人 2位 陸上

109 平成29年度秋季ジュニア記録会　　1年女子１００Ｈ 平成29年10月21日 個人 1位 陸上

110 平成29年度秋季ジュニア記録会　　1年女子１００Ｈ 平成29年10月21日 個人 2位 陸上

111 平成29年度秋季ジュニア記録会　　2年女子走り幅跳び 平成29年10月21日 個人 2位 陸上

112 平成29年度秋季ジュニア記録会　　2年女子走り高跳び 平成29年10月21日 個人 2位 陸上



113 平成29年度秋季ジュニア記録会　　１年女子走り高跳び 平成29年10月21日 個人 2位 陸上

114 平成29年度秋季ジュニア記録会　　2年女子１００ｍ 平成29年10月21日 個人 5位 陸上

115 平成29年度秋季ジュニア記録会　　１年男子１００ｍ 平成29年10月21日 個人 5位 陸上



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４１回こんな本読んだよ　文・詩・絵コンクール 平成29年8月4日 個人
佐賀県親と
子の読書会
協議会長賞

2 第28回中村梧竹翁顕彰席書大会 平成29年7月23日 個人 梧竹大賞

3 第72回九州合唱コンクール 平成29年9月9日 団体 銅賞 音楽

4 第67回佐賀市理科作品展覧会　『紙飛行機ってどうやったら遠くに飛ぶの？』 平成29年9月12日 個人 特選

5 第67回佐賀市理科作品展覧会　『解明　四大文明メソポタミア滅亡の謎』 平成29年9月12日 個人 特選

6 第67回佐賀市理科作品展覧会　『安定して落ちるパラシュートを調べよう』 平成29年9月12日 個人 特選

7 第67回佐賀市理科作品展覧会　『よく飛ぶ紙ヘリコプターを作ろう！』 平成29年9月12日 個人 特選

8 第54回佐賀市中学校総合体育大会剣道大会 平成29年7月16日 団体 6位

9 第１０回佐賀県中学生学年別大会　１年シングル 平成29年9月24日 個人 優勝 女子テニス

10 第１０回佐賀県中学生学年別大会　２年シングル 平成29年9月24日 個人 第３位 女子テニス

11 第23回佐賀県中学新人陸上競技大会　　女子走高跳 平成29年10月7日 個人 2位 陸上

12 第23回佐賀県中学新人陸上競技大会　　女子２００ｍ 平成29年10月7日 個人 ３位 陸上

13 第23回佐賀県中学新人陸上競技大会　　女子走幅跳 平成29年10月7日 個人 ３位 陸上

14 第23回佐賀県中学新人陸上競技大会　　女子４００ｍ 平成29年10月7日 個人 ３位 陸上

15 佐賀市七夕書き方会　　硬筆 平成29年9月29日 個人 特選

16 佐賀市七夕書き方会　　硬筆 平成29年9月29日 個人 特選

17 佐賀市七夕書き方会　　硬筆 平成29年9月29日 個人 特選

18 佐賀市七夕書き方会　　硬筆 平成29年9月29日 個人 特選

19 佐賀市七夕書き方会　　硬筆 平成29年9月29日 個人 特選

20 佐賀市七夕書き方会　　硬筆 平成29年9月29日 個人 特選

21 佐賀市七夕書き方会　　硬筆 平成29年9月29日 個人 特選

22 佐賀市七夕書き方会　　硬筆 平成29年9月29日 個人 特選

23 佐賀市七夕書き方会　　硬筆 平成29年9月29日 個人 特選

24 佐賀市七夕書き方会　　硬筆 平成29年9月29日 個人 入選

25 佐賀市七夕書き方会　　硬筆 平成29年9月29日 個人 入選

26 佐賀市七夕書き方会　　硬筆 平成29年9月29日 個人 入選

27 佐賀市七夕書き方会　　硬筆 平成29年9月29日 個人 入選

28 佐賀市七夕書き方会　　硬筆 平成29年9月29日 個人 入選

29 佐賀市七夕書き方会　　硬筆 平成29年9月29日 個人 入選

30 佐賀市七夕書き方会　　毛筆 平成29年9月29日 個人 特選

31 佐賀市七夕書き方会　　毛筆 平成29年9月29日 個人 特選

32 佐賀市七夕書き方会　　毛筆 平成29年9月29日 個人 特選

33 佐賀市七夕書き方会　　毛筆 平成29年9月29日 個人 特選

34 佐賀市七夕書き方会　　毛筆 平成29年9月29日 個人 特選

第3回　校内表彰（中学）　　　登壇者リスト      
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年１０月１３日(金）中間考査後　（　中学校体育館　）



35 佐賀市七夕書き方会　　毛筆 平成29年9月29日 個人 特選

36 佐賀市七夕書き方会　　毛筆 平成29年9月29日 個人 特選

37 佐賀市七夕書き方会　　毛筆 平成29年9月29日 個人 特選

38 佐賀市七夕書き方会　　毛筆 平成29年9月29日 個人 特選

39 佐賀市七夕書き方会　　毛筆 平成29年9月29日 個人 入選

40 佐賀市七夕書き方会　　毛筆 平成29年9月29日 個人 入選

41 佐賀市七夕書き方会　　毛筆 平成29年9月29日 個人 入選

42 佐賀市七夕書き方会　　毛筆 平成29年9月29日 個人 入選

43 佐賀市七夕書き方会　　毛筆 平成29年9月29日 個人 入選

44 佐賀市七夕書き方会　　毛筆 平成29年9月29日 個人 入選

45 佐賀市 第63回青少年読書感想文コンクール  平成29年10月3日 個人 特選

46 佐賀市 第63回青少年読書感想文コンクール  平成29年10月3日 個人 特選

47 佐賀市 第63回青少年読書感想文コンクール  平成29年10月3日 個人 特選

48 佐賀市 第63回青少年読書感想文コンクール  平成29年10月3日 個人 特選

49 佐賀市 第63回青少年読書感想文コンクール  平成29年10月3日 個人 特選

50 佐賀市 第63回青少年読書感想文コンクール  平成29年10月3日 個人 特選

51 佐賀市 第63回青少年読書感想文コンクール  平成29年10月3日 個人 特選

52 佐賀市 第63回青少年読書感想文コンクール  平成29年10月3日 個人 特選

53 佐賀市 第63回青少年読書感想文コンクール  平成29年10月3日 個人 特選

54 第４８回ＪＯＣジュニアオリンピック陸上競技大会佐賀県予選会　　２年女子１００ｍ 平成29年8月27日 個人 ４位 陸上

55 第４８回ＪＯＣジュニアオリンピック陸上競技大会佐賀県予選会　　２年女子１００ｍ 平成29年8月27日 個人 ７位 陸上

56 第４８回ＪＯＣジュニアオリンピック陸上競技大会佐賀県予選会　　女子１００ｍｈ 平成29年8月27日 個人 ２位 陸上

57 第４８回ＪＯＣジュニアオリンピック陸上競技大会佐賀県予選会　　女子１００ｍｈ 平成29年8月27日 個人 ３位 陸上

58 第４８回ＪＯＣジュニアオリンピック陸上競技大会佐賀県予選会　　女子走り幅跳び 平成29年8月27日 個人 ３位 陸上

59 第４８回ＪＯＣジュニアオリンピック陸上競技大会佐賀県予選会　　１年男子１００ｍ 平成29年8月27日 個人 ６位 陸上

60 第４８回ＪＯＣジュニアオリンピック陸上競技大会佐賀県予選会　　走り幅跳び 平成29年8月27日 個人 ２位 陸上

61 第４８回ＪＯＣジュニアオリンピック陸上競技大会佐賀県予選会　　走り幅跳び 平成29年8月27日 個人 ４位 陸上

62 平成29年度赤い羽根「ポスターデザイン」・「標語」 平成29年10月1日 団体 学校賞

63
第67回佐賀市理科作品展覧会　『どうして水溶液のとけはじめは成分が濃いのだ
ろう』

平成29年8月27日 個人 入選

64 第23回佐賀県新人陸上競技大会　女子４×１００ｍリレー　 平成29年10月1日 団体 第2位



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 SISEI　CUP女子バスケットボール大会 平成29年6月25日 団体 優勝 バスケ

2 第12回相知SPAカップ女子バスケットボール大会 平成29年7月2日 団体 準優勝 バスケ

3 第６３回全日本中学校通信陸上競技佐賀大会　女子１００ｍ 平成29年6月25日 個人 ５位 陸上

4 第６３回全日本中学校通信陸上競技佐賀大会　女子１００ｍ 平成29年6月25日 個人 ８位 陸上

5 第６３回全日本中学校通信陸上競技佐賀大会　女子１００ｍH 平成29年6月25日 個人 1位 陸上

6 第６３回全日本中学校通信陸上競技佐賀大会　女子１００ｍH 平成29年6月25日 個人 3位 陸上

7 第６３回全日本中学校通信陸上競技佐賀大会　女子共通走り高跳び 平成29年6月25日 個人 ５位 陸上

9 第６３回全日本中学校通信陸上競技佐賀大会　男子１００ｍ 平成29年6月25日 個人 ７位 陸上

10 第６３回全日本中学校通信陸上競技佐賀大会　女子４×１００ｍリレー 平成29年6月25日 団体 ４位 陸上

11 〃 〃 〃 〃 陸上

12 〃 〃 〃 〃 陸上

13 〃 〃 〃 〃 陸上

14 佐賀県中体連陸上競技大会　女子８０ｍH 平成29年7月25日 個人 ２位 陸上

15 佐賀県中体連陸上競技大会　女子100ｍH 平成29年7月25日 個人 ３位 陸上

16 佐賀県中体連陸上競技大会　低学年女子４×１００ｍリレー 平成29年7月25日 団体 １位 陸上

17 〃 〃 〃 〃 陸上

18 〃 〃 〃 〃 陸上

19 〃 〃 〃 〃 陸上

20 第54回　佐賀市中学校　水泳競技大会　女子400mリレー 平成29年6月29日 団体 第4位 水泳

21 第54回　佐賀市中学校　水泳競技大会　女子400mメドレーリレー 平成29年6月29日 〃 第4位 水泳

22 第54回　佐賀市中学校　水泳競技大会　女子400m自由形 平成29年6月29日 個人 第2位 水泳

23 第54回　佐賀市中学校　水泳競技大会　女子800m自由形 平成29年6月29日 〃 第2位 水泳

24 第54回　佐賀市中学校　水泳競技大会　女子50m自由形 平成29年6月29日 〃 第3位 水泳

25 第54回　佐賀市中学校　水泳競技大会　女子100m自由形 平成29年6月29日 〃 第3位 水泳

26 第54回　佐賀市中学校　水泳競技大会　男子100m背泳ぎ 平成29年6月29日 〃 第3位 水泳

27 第54回　佐賀市中学校　水泳競技大会　男子200m背泳ぎ 平成29年6月29日 〃 第3位 水泳

28 第54回　佐賀市中学校　水泳競技大会　男子100mバタフライ 平成29年6月29日 〃 第5位 水泳

29 第54回　佐賀市中学校　水泳競技大会　男子400m個人メドレー 平成29年6月29日 〃 第5位 水泳

30 第54回　佐賀市中学校　水泳競技大会　男子50m自由形 平成29年6月29日 〃 第5位 水泳

31 第54回　佐賀市中学校　水泳競技大会　男子200m背泳ぎ 平成29年6月29日 〃 第6位 水泳

32 第54回　佐賀市中学校　水泳競技大会　男子50m自由形 平成29年6月29日 〃 第6位 水泳

33 第54回　佐賀市中学校　水泳競技大会　男子100m平泳ぎ 平成29年6月29日 〃 第6位 水泳

34 第54回　佐賀市中学校　水泳競技大会　男子200m平泳ぎ 平成29年6月29日 〃 第6位 水泳

35 第54回　佐賀県中学校　総合体育大会　水泳競技大会　女子総合 平成29年7月26日 団体 第3位 水泳

36 第54回　佐賀県中学校　総合体育大会　水泳競技大会　女子800m自由形 平成29年7月25日 個人 第2位 水泳

37 第40回　全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会　佐賀大会　飛板飛込 平成29年7月15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２９年８月３１日(木）２学期始業式前　（　中学校体育館　）



38 第40回　全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会　佐賀大会　高飛込 平成29年7月15日 〃 第１位 水泳

39 平成２９年度全国中学校体育大会第５９回全国中学校水泳競技大会　飛込み競技　
３ｍ飛板飛込 平成29年8月19日 個人 ８位 水泳

40 第４０回（２０１７年度）全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会　
飛込競技　女子１４～１５歳高飛込 平成29年8月23日 個人 ６位 水泳

41 第４０回（２０１７年度）全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会　
飛込競技　女子１４～１５歳３ｍ飛板飛込 平成29年8月25日 個人 ３位 水泳

42 第32回ニッタク杯卓球選手権大会　男子シングルス　1年生の部 平成29年8月5日 個人 第2位 卓球

43 第八回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成29年7月21日 個人 特選 書道

44 第八回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成29年7月21日 個人 奨励賞 書道

45 第八回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成29年7月21日 個人 奨励賞 書道

46 第八回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成29年7月21日 個人 奨励賞 書道

47 第八回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成29年7月21日 個人 奨励賞 書道

48 第34回NHK杯全国中学校放送コンテスト佐賀県大会 平成29年6月25日 個人 朗読部門優秀賞 放送

49 〃 〃 〃 朗読部門優良賞 放送

50 〃 〃 〃 ｱﾅｳﾝｽ部門優良賞 放送

51 〃 〃 〃 ｱﾅｳﾝｽ部門優良賞 放送

52 第34回NHK杯全国中学校放送コンテスト（全国大会） 個人 入選 放送

53 第84回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール佐賀県コンクール 平成29年8月10日 団体 金賞 音楽

54 第84回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール九州・沖縄ブロックコンクール 平成29年8月23日 団体 奨励賞 音楽

55 平成29年度佐賀県合唱コンクール 平成29年7月17日 団体 金賞 音楽

56 第16回佐賀市中学校美術部スケッチ大会 平成29年7月21日 個人 特選 美術

57 第16回佐賀市中学校美術部スケッチ大会 平成29年7月21日 個人 特選 美術

58 第16回佐賀市中学校美術部スケッチ大会 平成29年7月21日 個人 特選 美術

59 第16回佐賀市中学校美術部スケッチ大会 平成29年7月21日 個人 入選 美術

60 第16回佐賀市中学校美術部スケッチ大会 平成29年7月21日 個人 入選 美術

61 第16回佐賀市中学校美術部スケッチ大会 平成29年7月21日 個人 入選 美術

62 第八回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成29年7月21日 個人 秀作 書道

63 第八回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成29年7月21日 個人 秀作 書道

64 第八回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成29年7月21日 個人 秀作 書道

65 第八回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成29年7月21日 個人 秀作 書道

66 第八回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成29年7月21日 個人 秀作 書道

67 第八回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成29年7月21日 個人 秀作 書道

68 第八回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成29年7月21日 個人 秀作 書道

69 第４８回ＪＯＣジュニアオリンピック陸上競技大会佐賀県予選会　　２年女子１００ｍ 平成29年8月27日 個人 １位 陸上



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４６回佐賀県中学陸上競技選手権大会　男子２００ｍ 平成29年5月20日 個人 ３位 陸上

2 第４６回佐賀県中学陸上競技選手権大会　女子１００ｍH 平成29年5月20日 個人 ２位 陸上

3 第４６回佐賀県中学陸上競技選手権大会　女子１００ｍH 平成29年5月20日 個人 ３位 陸上

4 第４６回佐賀県中学陸上競技選手権大会　女子４×１００ｍリレー 平成29年5月20日 個人 ３位 陸上

5 第４６回佐賀県中学陸上競技選手権大会　女子４×１００ｍリレー 平成29年5月20日 個人 ３位 陸上

6 第４６回佐賀県中学陸上競技選手権大会　女子４×１００ｍリレー 平成29年5月20日 個人 ３位 陸上

7 第４６回佐賀県中学陸上競技選手権大会　女子４×１００ｍリレー 平成29年5月20日 個人 ３位 陸上

8 第３回佐賀県学年別水泳競技大会　男子５０ｍ背泳ぎ 平成29年5月21日 個人 １位 水泳

9 第３回佐賀県学年別水泳競技大会　女子８００ｍ自由形 平成29年5月21日 個人 １位 水泳

10 第３回佐賀県学年別水泳競技大会　女子２００ｍ個人メドレー 平成29年5月21日 個人 １位 水泳

11 第３回佐賀県学年別水泳競技大会　男子５０ｍ背泳ぎ 平成29年5月21日 個人 １位 水泳

12 第３回佐賀県学年別水泳競技大会　男子５０ｍ平泳ぎ 平成29年5月21日 個人 ２位 水泳

13 第３回佐賀県学年別水泳競技大会　男子５０ｍ自由形 平成29年5月21日 個人 ３位 水泳

14 第３回佐賀県学年別水泳競技大会　女子１００ｍ自由形 平成29年5月21日 個人 ３位 水泳

15 第１０回佐賀県中学校スケッチ大会 個人 特選

16 平成29年度歯・口の健康に関わる図画ポスターコンクール 平成29年6月4日 個人 優秀賞

17 平成29年度歯・口の健康に関わる図画ポスターコンクール 平成29年6月4日 個人 佳作

18 第43回全国高等学校総合文化祭佐賀開催に係るマスコットキャラクターの部 平成29年6月6日 個人 最優秀賞

19 第43回全国高等学校総合文化祭佐賀開催に係るマスコットキャラクターの部 平成29年6月6日 個人 入選

20 第43回全国高等学校総合文化祭佐賀開催に係るマスコットキャラクターの部 平成29年6月6日 個人 入選

21 指定証（テニス部男子） 平成29年4月28日 団体 テニス部男子

22 指定証（テニス部女子） 平成29年4月28日 団体 テニス部女子

23 指定証（水泳部（飛込み）女子） 平成29年4月28日 団体 水泳部女子

24 平成２９年度 佐賀県夏季中学生テニス選手権大会　団体 平成29年6月24日 団体 第３位 テニス部女子

25 平成２９年度 佐賀県夏季中学生テニス選手権大会　団体 平成29年6月25日 個人 第３位 テニス部女子

26 平成２９年度 佐賀県夏季中学生テニス選手権大会　団体 平成29年6月25日 個人 第３位 テニス部女子

第1回　校内表彰（中学）　　　登壇者リスト    
平成２９年６月２３日(金）1学期期末考査後　（　中学校体育館　）


