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ダンロップＭＭＧジュニアテニストーナメント　マスターズ大会　Ｕ１４男子シングルス 平成30年4月28日 個人 優勝 テニス
第１回佐賀県中学校スケッチ大会 平成30年5月12日 個人 特選 美術
第１回佐賀県中学校スケッチ大会 平成30年5月12日 個人 入選 美術
第１回佐賀県中学校スケッチ大会 平成30年5月12日 個人 入選 美術
第１回佐賀県中学校スケッチ大会 平成30年5月12日 個人 入選 美術
第１回佐賀県中学校スケッチ大会 平成30年5月12日 個人 入選 美術
第１回佐賀県中学校スケッチ大会 平成30年5月12日 個人 入選 美術
第１回佐賀県中学校スケッチ大会 平成30年5月12日 個人 入選 美術
第１回佐賀県中学校スケッチ大会 平成30年5月12日 個人 入選 美術
第4回　佐賀県学年別水泳大会　中学１年　男子50ｍ平泳ぎ 平成30年5月20日 個人 2位 水泳
第4回　佐賀県学年別水泳大会　中学１年　男子100ｍ平泳ぎ 平成30年5月20日 個人 2位 水泳
第4回　佐賀県学年別水泳大会　中学2年　男子50ｍ平泳ぎ 平成30年5月20日 個人 2位 水泳
第4回　佐賀県学年別水泳大会　中学3年　男子100ｍバタフライ 平成30年5月20日 個人 2位 水泳
第4回　佐賀県学年別水泳大会　中学3年　男子100ｍバタフライ 平成30年5月20日 個人 3位 水泳
第4回　佐賀県学年別水泳大会　中学3年　男子50ｍ平泳ぎ 平成30年5月20日 個人 2位 水泳
第4回　佐賀県学年別水泳大会　中学3年　男子50ｍ背泳ぎ 平成30年5月20日 個人 1位 水泳
第4回　佐賀県学年別水泳大会　中学3年　男子200ｍ背泳ぎ 平成30年5月20日 個人 2位 水泳
第4回　佐賀県学年別水泳大会　中学3年　女子50ｍ平泳ぎ 平成30年5月20日 個人 1位 水泳
第4回　佐賀県学年別水泳大会　中学3年　女子400ｍ自由形 平成30年5月20日 個人 3位 水泳
第4回　佐賀県学年別水泳大会　無差別　男子400ｍリレー 平成30年5月20日 団体 1位 水泳
第4回　佐賀県学年別水泳大会　無差別　男子400ｍメドレーリレー 平成30年5月20日 個人 1位 水泳
第4回　佐賀県学年別水泳大会　無差別　女子200ｍリレー 平成30年5月20日 個人 2位 水泳
第４２回佐賀市長旗争奪中学校軟式野球大会 平成30年6月9日 団体 3位 野球部
第47回佐賀県中学陸上競技選手権大会　女子走高跳 平成30年5月19日 個人 3位 陸上
第47回佐賀県中学陸上競技選手権大会　女子１００ｍハードル 平成30年5月19日 個人 2位 陸上
第47回佐賀県中学陸上競技選手権大会　女子走高跳 平成30年5月19日 個人 １位 陸上
第48回佐賀県中学陸上競技選手権大会　女子走幅跳 平成30年5月19日 個人 １位 陸上
第47回佐賀県中学陸上競技選手権大会　女子１００ｍハードル 平成30年5月19日 個人 １位 陸上
第47回佐賀県中学陸上競技選手権大会　女子２００ｍ 平成30年5月19日 個人 ３位 陸上
第47回佐賀県中学陸上競技選手権大会　女子４×１００ｍリレー 平成30年5月19日 個人 ２位 陸上
第１７回佐賀市中学生卓球大会 平成30年6月23日 個人 3位 卓球部
第９回佐賀県中学校テニス競技大会 平成30年6月23日 団体 2位 テニス部
第９回佐賀県中学校テニス競技大会 平成30年6月23日 団体 1位 テニス部
第９回佐賀県中学校テニス競技大会　男子ダブルス 平成30年6月23日 個人 2位 テニス部
第９回佐賀県中学校テニス競技大会　女子ダブルス 平成30年6月23日 個人 1位 テニス部
第６４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30年6月23日 個人 1位 陸上
第６４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30年6月23日 個人 3位 陸上
第６４回全日本中学校通信陸上競技大会　佐賀大会　共通女子走高跳 平成30年6月23日 個人 3位 陸上
第６４回全日本中学校通信陸上競技大会　佐賀大会　共通男子110mハードル 平成30年6月23日 個人 5位 陸上
第６４回全日本中学校通信陸上競技大会　佐賀大会　３年女子１００ｍ 平成30年6月23日 個人 3位 陸上
第６４回全日本中学校通信陸上競技大会　佐賀大会　共通女子走幅跳 平成30年6月23日 個人 2位 陸上
第６４回全日本中学校通信陸上競技大会　佐賀大会　３年女子１００ｍ 平成30年6月23日 個人 7位 陸上

第６４回全日本中学校通信陸上競技大会　佐賀大会　共通女子４×１００ｍリレー 平成30年6月23日 個人 1位 陸上

第６４回全日本中学校通信陸上競技大会　佐賀大会　2年男子1０0mハードル 平成30年6月23日 個人 7位 陸上

平成30年度　表彰一覧



第６４回全日本中学校通信陸上競技大会　佐賀大会　低学年女子4×100mリレー 平成30年6月23日 個人 3位 陸上

第６４回全日本中学校通信陸上競技大会　佐賀大会　低学年女子８0mハードル 平成30年6月23日 個人 5位 陸上

第６４回全日本中学校通信陸上競技大会　佐賀大会　2年女子１００ｍ 平成30年6月23日 個人 4位 陸上

第55回佐賀市中学校水泳競技大会　男女総合 平成30年6月28日 団体 3位 水泳

第55回佐賀市中学校水泳競技大会　女子総合 平成30年6月28日 団体 3位 水泳
第55回佐賀市中学校水泳競技大会　50m 自由形 平成30年6月28日 個人 4位 水泳
第55回佐賀市中学校水泳競技大会　50m 自由形 平成30年6月28日 個人 5位 水泳
第55回佐賀市中学校水泳競技大会　200m　背泳ぎ 平成30年6月28日 個人 4位 水泳
第55回佐賀市中学校水泳競技大会　200m　背泳ぎ 平成30年6月28日 個人 6位 水泳
第55回佐賀市中学校水泳競技大会　200m 平泳ぎ 平成30年6月28日 個人 4位 水泳
第55回佐賀市中学校水泳競技大会　100m平泳ぎ 平成30年6月28日 個人 5位 水泳
第55回佐賀市中学校水泳競技大会　200m　バタフライ 平成30年6月28日 個人 3位 水泳
第55回佐賀市中学校水泳競技大会　100mバタフライ 平成30年6月28日 個人 5位 水泳
第55回佐賀市中学校水泳競技大会　400m フリーリレー 平成30年6月28日 団体 4位 水泳
第55回佐賀市中学校水泳競技大会　200m　自由形 平成30年6月28日 個人 1位 水泳
第55回佐賀市中学校水泳競技大会　200m　自由形 平成30年6月28日 個人 3位 水泳
第55回佐賀市中学校水泳競技大会　200m　自由形 平成30年6月28日 個人 4位 水泳
第55回佐賀市中学校水泳競技大会　50m 自由形 平成30年6月28日 個人 6位 水泳
第55回佐賀市中学校水泳競技大会　100m 自由形 平成30年6月28日 個人 3位 水泳
第55回佐賀市中学校水泳競技大会　100m 平泳ぎ 平成30年6月28日 個人 4位 水泳
第55回佐賀市中学校水泳競技大会　400m フリーリレー 平成30年6月28日 個人 3位 水泳
第55回佐賀市中学校水泳競技大会　400m メドレーリレー 平成30年6月28日 個人 2位 水泳
第35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30年6月24日 個人 優良賞 放送
第35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30年6月24日 個人 優良賞 放送
第35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30年6月24日 個人 優良賞 放送
第85回NHK全国学校音楽コンクール　佐賀県コンクール 平成30年8月9日 団体 銀賞 音楽
エレクトンフェスティバル２０１８ソロ演奏部門九州北部地区ファイナル 平成30年8月3日 個人 金賞

第42回「こんな本読んだよ」文・詩・絵コンクール 平成30年7月27日 個人
佐賀県親と子の読書会協

議会長賞
第55回佐賀市中体連卓球競技大会 平成30年7月21日 団体 優秀賞 卓球
佐賀県中学校飛び込み競技大会　女子高飛び込み 平成30年7月22日 個人 1位 水泳
佐賀県中学校飛び込み競技大会　女子飛び板飛び込み 平成30年7月22日 個人 1位 水泳
第55回佐賀市中体連剣道競技大会 平成30年7月22日 団体 優秀賞 剣道
第9回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成30年7月24日 個人 特選 書道
第9回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成30年7月24日 個人 奨励賞 書道
第9回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成30年7月24日 個人 秀作 書道
第9回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成30年7月24日 個人 特選 書道
第9回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成30年7月24日 個人 奨励賞 書道
第9回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成30年7月24日 個人 秀作 書道
第9回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成30年7月24日 個人 秀作 書道
第9回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成30年7月24日 個人 秀作 書道
第9回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成30年7月24日 個人 入選 書道
第9回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成30年7月24日 個人 秀作 書道
第9回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成30年7月24日 個人 秀作 書道
第9回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成30年7月24日 個人 奨励賞 書道
第9回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成30年7月24日 個人 入選 書道
第9回佐賀県中高一貫中学校席書大会 平成30年7月24日 個人 入選 書道
平成30年度全国中学校体育大会第58回全国中学校水泳競技大会　女子　高飛込　得点　261.90点平成30年8月17日 個人 7位 水泳



平成30年度全国中学校体育大会第58回全国中学校水泳競技大会　女子　飛板飛込　得点　330.35点平成30年8月19日 個人 3位 水泳
平成30年度全国中学校体育大会第58回全国中学校水泳競技大会　飛込　女子総合の部　得点　8点平成30年8月19日 個人 3位 水泳
第41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　女子14－15歳　高飛込　得点　302.20点平成30年8月23日 個人 4位 水泳
第41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　女子14－15歳　3Ｍ飛板飛込　得点　317.65点平成30年8月25日 個人 7位 水泳
第35回ニッタク杯卓球選手権大会　男子シングルス一年生以下の部 平成30年8月8日 個人 2位 卓球
佐賀県中学校陸上競技大会　女子総合　得点２９点 平成30年7月26日 団体 2位 陸上
佐賀県中学校陸上競技大会　共通女子　走高跳　記録１ｍ４５ 平成30年7月26日 個人 1位 陸上
佐賀県中学校陸上競技大会 共通女子　１００ｍハードル　記録１５秒１２ 平成30年7月25日 個人 1位 陸上
佐賀県中学校陸上競技大会　共通女子　１００ｍハードル　記録１５秒１５ 平成30年7月25日 個人 2位 陸上
佐賀県中学校陸上競技大会　低学年　女子　８０ｍハードル　記録１４秒２７ 平成30年7月25日 個人 3位 陸上
第１回佐賀県中部地区中学校美術部スケッチ大会 平成30年7月22日 個人 特選 美術
第１回佐賀県中部地区中学校美術部スケッチ大会 平成30年7月22日 個人 特選 美術
第１回佐賀県中部地区中学校美術部スケッチ大会 平成30年7月22日 個人 特選 美術
第１回佐賀県中部地区中学校美術部スケッチ大会 平成30年7月22日 個人 入選 美術
第１回佐賀県中部地区中学校美術部スケッチ大会 平成30年7月22日 個人 入選 美術
第１回佐賀県中部地区中学校美術部スケッチ大会 平成30年7月22日 個人 入選 美術
第１回佐賀県中部地区中学校美術部スケッチ大会 平成30年7月22日 個人 入選 美術
第１回佐賀県中部地区中学校美術部スケッチ大会 平成30年7月22日 個人 入選 美術
第１回佐賀県中部地区中学校美術部スケッチ大会 平成30年7月22日 個人 入選 美術
第１回佐賀県中部地区中学校美術部スケッチ大会 平成30年7月22日 個人 入選 美術
第１回佐賀県中部地区中学校美術部スケッチ大会 平成30年7月22日 個人 入選 美術
第１回佐賀県中部地区中学校美術部スケッチ大会 平成30年7月22日 個人 入選 美術
第１回佐賀県中部地区中学校美術部スケッチ大会 平成30年7月22日 個人 入選 美術
第１回佐賀県中部地区中学校美術部スケッチ大会 平成30年7月22日 個人 入選 美術
山口芸術短期大学主催第９回山口県学生電子オルガンコンクール 平成30年8月9日 個人 優良賞
山口芸術短期大学主催第９回山口県学生電子オルガンコンクール　中学生の部 平成30年8月9日 個人 金賞
全日本卓球選手権大会（カデットの部）佐賀市予選　１３歳以下男子シングルス 平成30年8月29日 個人 2位 卓球
全日本卓球選手権大会（カデットの部）佐賀市予選　１４歳以下男子シングルス 平成30年8月29日 個人 3位 卓球
第３５回ニッタク杯卓球選手権大会男子シングルス一年生以下の部 平成30年8月8日 個人 2位 卓球
第73回九州合唱コンクール 平成30年9月7日 団体 銅賞 音楽部
第６８回理科作品展覧会 平成30年9月11日 個人 特選
第６８回理科作品展覧会 平成30年9月11日 個人 入選
第６８回理科作品展覧会 平成30年9月11日 個人 入選
第６８回理科作品展覧会 平成30年9月11日 個人 特選
第６８回理科作品展覧会 平成30年9月11日 個人 特選
第６８回理科作品展覧会 県審査 平成30年9月18日 個人 理振会長賞
第６８回理科作品展覧会 県審査 平成30年9月18日 個人 理振会長賞
第６８回理科作品展覧会 県審査 平成30年9月18日 個人 入選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 特選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 特選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 特選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 特選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 特選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 特選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 特選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 特選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 特選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 特選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 特選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 特選



七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 特選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 特選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 特選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 特選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 入選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 入選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 入選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 入選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 入選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 入選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 入選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 入選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 入選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 入選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 入選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 入選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 入選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 入選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 入選
七夕書き方会 平成30年9月20日 個人 入選
第24回佐賀県中学新人陸上競技大会　女子１００ｍ　 平成30年9月22日 個人 3位 陸上

第24回佐賀県中学新人陸上競技大会　女子2００ｍ　 平成30年9月22日 個人 3位 陸上

第24回佐賀県中学新人陸上競技大会　男子110ｍハードル　 平成30年9月22日 個人 1位 陸上

第12回大隈重信スピーチコンテスト 平成30年9月29日 個人 入選
第６４回全国青少年読書感想文コンクール地区審査 平成30年10月2日 個人 入選
第６４回全国青少年読書感想文コンクール地区審査 平成30年10月2日 個人 入選
第６４回全国青少年読書感想文コンクール地区審査 平成30年10月2日 個人 入選
第６４回全国青少年読書感想文コンクール地区審査 平成30年10月2日 個人 特選
第６４回全国青少年読書感想文コンクール地区審査 平成30年10月2日 個人 特選
第６４回全国青少年読書感想文コンクール地区審査 平成30年10月2日 個人 特選
第６４回全国青少年読書感想文コンクール地区審査 平成30年10月2日 個人 特選
第６４回全国青少年読書感想文コンクール地区審査 平成30年10月2日 個人 特選
第６４回全国青少年読書感想文コンクール地区審査 平成30年10月2日 個人 特選
第63回佐賀市中学校新人卓球大会　男子 平成30年10月13日 団体 2位 卓球
第63回佐賀市中学校新人剣道大会 平成30年10月13日 団体 3位 剣道
第63回佐賀市中学校新人軟式野球競技大会 平成30年10月14日 団体 2位 野球
第61回全国硬筆作品展覧会　中学三年の部 平成30年9月29日 個人 大阪府知事賞
第61回全国硬筆作品展覧会　 平成30年9月29日 個人 入選
第61回全国硬筆作品展覧会　 平成30年9月29日 個人 入選
第61回全国硬筆作品展覧会　 平成30年9月29日 個人 入選
第61回全国硬筆作品展覧会　 平成30年9月29日 個人 入選
第61回全国硬筆作品展覧会　 平成30年9月29日 個人 入選
第61回全国硬筆作品展覧会　 平成30年9月29日 個人 入選
第61回全国硬筆作品展覧会　 平成30年9月29日 個人 入選
第61回全国硬筆作品展覧会　 平成30年9月29日 個人 特選

第61回全国硬筆作品展覧会　 平成30年9月29日 個人 特選

第61回全国硬筆作品展覧会　 平成30年9月29日 個人 特選



第61回全国硬筆作品展覧会　 平成30年9月29日 個人 特選

第61回全国硬筆作品展覧会　 平成30年9月29日 個人 研究会賞

第61回全国硬筆作品展覧会　 平成30年9月29日 個人 研究会賞

第6回佐賀県秋季中学生テニス大会　女子団体 平成30年10月28日 団体 3位 テニス部

第62回佐賀市中学校英語暗唱大会 平成30年10月25日 個人 1位
第62回佐賀市中学校英語暗唱大会 平成30年10月25日 個人 1位
七夕書き方会　硬筆　県審査 平成30年10月2日 個人 入選
七夕書き方会　硬筆　県審査 平成30年10月2日 個人 入選
七夕書き方会　硬筆　県審査 平成30年10月2日 個人 入選
七夕書き方会　硬筆　県審査 平成30年10月2日 個人 入選
七夕書き方会　硬筆　県審査 平成30年10月2日 個人 入選
七夕書き方会　硬筆　県審査 平成30年10月2日 個人 入選
七夕書き方会　硬筆　県審査 平成30年10月2日 個人 特選
七夕書き方会　毛筆　県審査 平成30年10月2日 個人 入選
七夕書き方会　毛筆　県審査 平成30年10月2日 個人 入選
七夕書き方会　毛筆　県審査 平成30年10月2日 個人 特選
平成30年度　佐賀市児童・生徒理科研究発表 (二年) 平成30年10月18日 団体 特選 サイエンス部
平成30年度　佐賀市児童・生徒理科研究発表（一年） 平成30年10月18日 団体 特選 サイエンス部
平成30年度全日本通信珠算競技大会　佐賀県大会　個人総合　中学生以上の部 平成30年10月14日 個人 2位
平成31年度全日本通信珠算競技大会　佐賀県大会　読上算競技　中学生以上の部 平成30年10月14日 個人 2位
第６８回全国小・中学校作文コンクール佐賀県審査 平成30年10月3日 個人 最優秀
第６８回全国小・中学校作文コンクール佐賀県審査 平成30年10月3日 個人 優秀
第６８回社会を明るくする運動作文コンテスト 平成30年10月10日 個人 入選
第５４回ＪＡ共済小・中学生書道コンクール　半紙の部 平成30年10月27日 個人 銀賞
第５４回ＪＡ共済小・中学生書道コンクール　半紙の部 平成30年10月27日 個人 銅賞
第５４回ＪＡ共済小・中学生書道コンクール　半紙の部 平成30年10月27日 個人 佳作
第５４回ＪＡ共済小・中学生書道コンクール　半紙の部 平成30年10月27日 個人 佳作
第５４回ＪＡ共済小・中学生書道コンクール　半紙の部 平成30年10月27日 個人 佳作
第５４回ＪＡ共済小・中学生書道コンクール　条幅の部 平成30年10月27日 個人 佳作
第５９回佐賀県学童美術展覧会　デザイン 平成30年11月20日 個人 特選
第５９回佐賀県学童美術展覧会　線描 平成30年11月20日 個人 特選
第５９回佐賀県学童美術展覧会　絵画 平成30年11月20日 個人 特選
第５９回佐賀県学童美術展覧会　絵画 平成30年11月20日 個人 特選
第５９回佐賀県学童美術展覧会　絵画 平成30年11月20日 個人 特選
第５９回佐賀県学童美術展覧会　デザイン 平成30年11月20日 個人 準特
小野道風公奉賛第７０回記念全国書道展覧会学生半紙の部 平成30年11月3日 個人 金賞
小野道風公奉賛第７０回記念全国書道展覧会学生半紙の部 平成30年11月3日 個人 特選
小野道風公奉賛第７０回記念全国書道展覧会学生半紙の部 平成30年11月3日 個人 準特
第６２回西日本読書感想画コンクール 平成30年11月13日 個人 特選
第６２回西日本読書感想画コンクール 平成30年11月13日 個人 佳作
第６２回西日本読書感想画コンクール 平成30年11月13日 個人 佳作
第６２回西日本読書感想画コンクール 平成30年11月13日 個人 佳作
第６２回西日本読書感想画コンクール 平成30年11月13日 個人 佳作
第６２回西日本読書感想画コンクール 平成30年11月13日 個人 佳作
第６２回西日本読書感想画コンクール 平成30年11月13日 個人 佳作
第６２回西日本読書感想画コンクール 平成30年11月13日 個人 佳作
第６２回西日本読書感想画コンクール 平成30年11月13日 個人 佳作
第６２回西日本読書感想画コンクール 平成30年11月13日 個人 佳作



第６４回青少年読書感想文コンクール県審査 平成30年11月13日 個人 佳作

平成30年度　佐賀市児童・生徒理科研究発表　県審査（二年） 平成30年10月18日 団体 特選 理事会長賞 サイエンス

平成30年度　佐賀市児童・生徒理科研究発表（一年） 平成30年10月18日 団体 特選 理事会長賞 サイエンス

第７回私のアイアイメッセージコンテスト 平成30年10月10日 個人 奨励賞
佐賀県学童美術展当支部審査 絵画 平成30年11月8日 個人 入選
佐賀県学童美術展当支部審査 絵画 平成30年11月8日 個人 入選
佐賀県学童美術展当支部審査 絵画 平成30年11月8日 個人 入選
佐賀県学童美術展当支部審査 絵画 平成30年11月8日 個人 入選
佐賀県学童美術展当支部審査 絵画 平成30年11月8日 個人 入選
佐賀県学童美術展当支部審査　デザイン 平成30年11月8日 個人 入選
佐賀県学童美術展当支部審査　デザイン 平成30年11月8日 個人 入選
佐賀県学童美術展当支部審査　線描 平成30年11月8日 個人 入選
佐賀県学童美術展当支部審査　絵画 平成30年11月8日 個人 入選
佐賀県学童美術展当支部審査　絵画 平成30年11月8日 個人 入選

佐賀県学童美術展当支部審査　絵画 平成30年11月8日 個人 入選

佐賀県学童美術展当支部審査　デザイン 平成30年11月8日 個人 入選

佐賀県学童美術展当支部審査　デザイン 平成30年11月8日 個人 入選

佐賀県学童美術展当支部審査　デザイン 平成30年11月8日 個人 入選

佐賀県学童美術展当支部審査　デザイン 平成30年11月8日 個人 入選

佐賀県学童美術展当支部審査　線描 平成30年11月8日 個人 入選

佐賀県学童美術展当支部審査　絵画 平成30年11月8日 個人 入選

佐賀県学童美術展当支部審査　デザイン 平成30年11月8日 個人 入選

佐賀県学童美術展当支部審査　デザイン 平成30年11月8日 個人 入選

佐賀県学童美術展当支部審査　デザイン 平成30年11月8日 個人 入選

佐賀県学童美術展当支部審査　デザイン 平成30年11月8日 個人 入選

佐賀県学童美術展当支部審査　線描 平成30年11月8日 個人 入選

佐賀県学童美術展当支部審査　線描 平成30年11月8日 個人 入選

佐賀県学童美術展当支部審査　絵画 平成30年11月8日 個人 特選

佐賀県学童美術展当支部審査　線描 平成30年11月8日 個人 特選
佐賀県学童美術展当支部審査　デザイン 平成30年11月8日 個人 特選
佐賀県学童美術展当支部審査　デザイン 平成30年11月8日 個人 特選
佐賀県学童美術展当支部審査　デザイン 平成30年11月8日 個人 特選
佐賀県学童美術展当支部審査　線描 平成30年11月8日 個人 特選
佐賀県学童美術展当支部審査　絵画 平成30年11月8日 個人 特選
佐賀県学童美術展当支部審査　絵画 平成30年11月8日 個人 特選
佐賀県学童美術展当支部審査　絵画 平成30年11月8日 個人 特選
佐賀県学童美術展当支部審査　絵画 平成30年11月8日 個人 特選
佐賀県学童美術展当支部審査　絵画 平成30年11月8日 個人 特選
佐賀県学童美術展当支部審査　絵画 平成30年11月8日 個人 特選
佐賀県学童美術展当支部審査　絵画 平成30年11月8日 個人 特選
佐賀県学童美術展当支部審査　デザイン 平成30年11月8日 個人 特選



佐賀県学童美術展当支部審査　デザイン 平成30年11月8日 個人 特選
佐賀県学童美術展当支部審査　デザイン 平成30年11月8日 個人 特選
佐賀県学童美術展当支部審査　デザイン 平成30年11月8日 個人 特選
平成３０年度統計グラフ佐賀県コンクール 平成30年11月15日 個人 特選
第４３回「小さな親切」作文コンクール 平成30年11月24日 個人 特別優秀賞

中学生の税に関する書写募集 平成30年11月10日 個人
佐賀市租税教育推進協議

会会長賞

中学生の税についての作文募集 佐賀税務署管内納税貯蓄組合連合会 平成30年11月11日 個人 優秀
中学生の税についての作文募集 佐賀税務署管内納税貯蓄組合連合会 平成30年11月11日 個人 優秀
中学生の税についての作文募集　九州北部税務関連団体連絡協議会 平成30年10月30日 個人 会長賞
中学生の税についての作文募集　佐賀県税務署長 平成30年11月11日 個人 優秀
中学生の税についての作文募集　国税庁長官 平成30年10月30日 個人 優秀
中学生の税についての作文募集　全国納税貯蓄組合連合会 平成30年10月30日 個人 会長賞
第八十六回全国書画展覧会書の部 平成30年11月24日 個人 筆都大賞
第八十六回全国書画展覧会書の部 平成30年11月24日 個人 筆都大賞
第八十六回全国書画展覧会書の部 平成30年11月24日 個人 筆都大賞
第八十六回全国書画展覧会書の部 平成30年11月24日 個人 筆都大賞
第八十六回全国書画展覧会書の部 平成30年11月24日 個人 筆都大賞
第三十八回全国中学生人権作文コンテスト佐賀県大会 平成30年12月8日 個人 優秀賞
第三十八回全国中学生人権作文コンテスト佐賀県大会 平成30年12月8日 個人 特別賞・佐賀新聞社賞
第１３回佐賀県冬季水泳競技大会 平成30年12月9日 個人 2位 水泳
第18回佐賀県理科・化学教育研究会（二年） 平成30年12月8日 団体 会長賞 サイエンス
第18回佐賀県理科・化学教育研究会（一年） 平成30年12月8日 団体 会長賞 サイエンス
第一回Winter Cup iｎ　武雄暗算競技大会 平成30年12月16日 個人 最優秀選手賞
第一回Winter Cup iｎ　武雄暗算競技大会　個人総合競技 平成30年12月16日 個人 優勝
第一回Winter Cup iｎ　武雄暗算競技大会　団体競技 平成30年12月16日 団体 優勝
第３０回佐賀県新人中学生テニス選手権大会・第１７回九州新人中学生テニス選手権大会県予選平成31年1月13日 団体 3位 テニス部
第１回中部地区中学校デッサン大会 平成31年1月12日 個人 特選 美術
第１回中部地区中学校デッサン大会 平成31年1月12日 個人 特選 美術
第１回中部地区中学校デッサン大会 平成31年1月12日 個人 特選 美術
第１回中部地区中学校デッサン大会 平成31年1月12日 個人 特選 美術

第１回中部地区中学校デッサン大会 平成31年1月12日 個人 入選 美術

第１回中部地区中学校デッサン大会 平成31年1月12日 個人 入選 美術

第１回中部地区中学校デッサン大会 平成31年1月12日 個人 入選 美術

第１回中部地区中学校デッサン大会 平成31年1月12日 個人 入選 美術
第１回中部地区中学校デッサン大会 平成31年1月12日 個人 入選 美術
第１回中部地区中学校デッサン大会 平成31年1月12日 個人 入選 美術
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　毛筆 平成31年1月21日 個人 入選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　毛筆 平成31年1月21日 個人 入選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　毛筆 平成31年1月21日 個人 校内特選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　毛筆 平成31年1月21日 個人 入選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　毛筆 平成31年1月21日 個人 入選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　毛筆 平成31年1月21日 個人 入選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　毛筆 平成31年1月21日 個人 入選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　毛筆 平成31年1月21日 個人 特選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　毛筆 平成31年1月21日 個人 特選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　毛筆 平成31年1月21日 個人 特選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　毛筆 平成31年1月21日 個人 入選



平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　毛筆 平成31年1月21日 個人 入選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　毛筆 平成31年1月21日 個人 入選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　毛筆 平成31年1月21日 個人 入選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　毛筆 平成31年1月21日 個人 入選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　毛筆 平成31年1月21日 個人 特選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　毛筆 平成31年1月21日 個人 入選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　毛筆 平成31年1月21日 個人 特選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　硬筆 平成31年1月21日 個人 特選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　硬筆 平成31年1月21日 個人 校内特選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　硬筆 平成31年1月21日 個人 入選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　硬筆 平成31年1月21日 個人 校内特選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　硬筆 平成31年1月21日 個人 校内特選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　硬筆 平成31年1月21日 個人 入選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　硬筆 平成31年1月21日 個人 入選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　硬筆 平成31年1月21日 個人 特選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　硬筆 平成31年1月21日 個人 入選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　硬筆 平成31年1月21日 個人 入選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　硬筆 平成31年1月21日 個人 特選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　硬筆 平成31年1月21日 個人 入選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　硬筆 平成31年1月21日 個人 入選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　硬筆 平成31年1月21日 個人 特選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　硬筆 平成31年1月21日 個人 入選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　硬筆 平成31年1月21日 個人 特選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　硬筆 平成31年1月21日 個人 入選
平成３０年度　新年書き方会　第二次（市）　硬筆 平成31年1月21日 個人 特選
第５４回新春読書感想文コンクール地区審査 平成31年1月18日 個人 特選
第５４回新春読書感想文コンクール地区審査 平成31年1月18日 個人 特選
第５４回新春読書感想文コンクール地区審査 平成31年1月18日 個人 特選
第５４回新春読書感想文コンクール地区審査 平成31年1月18日 個人 特選
第５４回新春読書感想文コンクール地区審査 平成31年1月18日 個人 特選
第５４回新春読書感想文コンクール地区審査 平成31年1月18日 個人 入選
第５４回新春読書感想文コンクール地区審査 平成31年1月18日 個人 入選
第５４回新春読書感想文コンクール地区審査 平成31年1月18日 個人 入選
第５４回新春読書感想文コンクール地区審査 平成31年1月18日 個人 入選
平成三十年度第十九回アバンセ杯放送コンクール 中学生アナウンス部門 平成31年1月27日 個人 奨励賞 放送
平成三十年度第十九回アバンセ杯放送コンクール　中学生朗読部門 平成31年1月27日 個人 優秀賞 放送
平成三十年度第十九回アバンセ杯放送コンクール 中学生アナウンス部門 平成31年1月27日 個人 優秀賞 放送
第１回佐賀県中学校デッサン大会 平成31年1月27日 個人 特選
第１回佐賀県中学校デッサン大会 平成31年1月27日 個人 入選
第１回佐賀県中学校デッサン大会 平成31年1月27日 個人 入選
第１回佐賀県中学校デッサン大会 平成31年1月27日 個人 入選
第２４回佐賀県ヴォーカルアンサンブルフェスティバル 平成31年1月27日 団体 ハーモニー賞 音楽部
特別体育優秀賞 水泳女子板飛込み3位　水泳女子高飛込み7位 平成31年2月5日 個人 3位・7位 水泳
第６２回全国書きぞめ作品展覧会　中学の部 平成31年2月16日 個人 文部科学大臣賞
第６２回全国書きぞめ作品展覧会　中学の部 平成31年2月16日 個人 研究会賞
第６２回全国書きぞめ作品展覧会　中学の部 平成31年2月16日 個人 研究会賞
第６２回全国書きぞめ作品展覧会　中学の部 平成31年2月16日 個人 特選賞
第６２回全国書きぞめ作品展覧会　中学の部 平成31年2月16日 個人 特選賞
第６２回全国書きぞめ作品展覧会　中学の部 平成31年2月16日 個人 特選賞
第６２回全国書きぞめ作品展覧会　中学の部 平成31年2月16日 個人 特選賞



第６２回全国書きぞめ作品展覧会　中学の部 平成31年2月16日 個人 特選賞
第６２回全国書きぞめ作品展覧会　中学の部 平成31年2月16日 個人 入選賞
第６２回全国書きぞめ作品展覧会　中学の部 平成31年2月16日 個人 入選賞
第６２回全国書きぞめ作品展覧会　中学の部 平成31年2月16日 個人 入選賞
第６２回全国書きぞめ作品展覧会　中学の部 平成31年2月16日 個人 入選賞
第６２回全国書きぞめ作品展覧会　中学の部 平成31年2月16日 個人 入選賞
第６２回全国書きぞめ作品展覧会　中学の部 平成31年2月16日 個人 入選賞
第６２回全国書きぞめ作品展覧会　中学の部 平成31年2月16日 個人 入選賞
第９回日本バッハコンクール全国大会　中学生Ａ部門 平成31年2月9日 個人 金賞
第９回日本バッハコンクール全国大会　中学生Ｂ部門 平成31年2月9日 個人 金賞
新年書き方毛筆 平成31年2月5日 個人 特選
新年書き方毛筆 平成31年2月6日 個人 入選
新年書き方毛筆 平成31年2月7日 個人 入選
新年書き方毛筆 平成31年2月8日 個人 入選
新年書き方毛筆 平成31年2月9日 個人 入選
新年書き方硬筆 平成31年2月10日 個人 特選
新年書き方硬筆 平成31年2月11日 個人 入選
新年書き方硬筆 平成31年2月12日 個人 入選
新年書き方硬筆 平成31年2月13日 個人 入選
新年書き方硬筆 平成31年2月14日 個人 入選
平成３０年度佐賀市会長杯市内中学生団体戦卓球大会　1・2位グループ 平成31年3月10日 団体 2位 卓球
平成30年度佐賀県中学生水の作文コンクール 平成31年3月1日 個人 入選
平成30年度佐賀県中学生水の作文コンクール 平成31年3月1日 個人 入選
第37回ニッタク杯卓球選手権大会　男子シングルス中学の部 平成31年3月16日 個人 2位 卓球
第37回ニッタク杯卓球選手権大会　男子シングルス中学の部 平成31年3月16日 個人 3位 卓球
ダンロップＭＭＧジュニアテニストーナメント　2ndステージ　Ｕ１6男子シングルス 平成31年3月17日 個人 4位 テニス
ダンロップＭＭＧジュニアテニストーナメント　2ndステージ　Ｕ１6女子シングルス 平成31年3月17日 個人 優勝 テニス
ダンロップＭＭＧジュニアテニストーナメント　マスターズ大会　Ｕ１6女子シングルス 平成31年3月24日 個人 優勝 テニス
第17回九州中学生新人テニス大会　女子団体之部 平成31年3月30日 団体 3位 テニス
第21回九州音楽コンクール　電子オルガン部門　中学生クラス　 平成31年3月21日 個人 最優秀賞


