
野球部 熊本県青少年育成県民会議　青少年（団体）の部 善行表彰 ２年７組 寺尾　一真（てらお　かずま）
全日本バレーボール高等学校選手権大会熊本県代表決定戦 第３位 ２年７組 外村　美桜（ほかむら　みお）
八代市バレーボール協会主催　高校強化大会 第２位 ２年９組 内田　吏南（うちだ　りな）

水泳部 熊本県高等学校水泳選手権（新人戦）大会　 男子２００ｍ背泳ぎ　第４位 １年４組 工藤　千裕（くどう　ちひろ）
【団体の部】　優勝

１年８組 大久保　七夏（おおくぼ　なな）
３年８組 田原　有美（たばる　ゆみ）

第１８回岐阜女子大学全国書道展 大賞 １年８組 大久保　七夏（おおくぼ　なな）
１年８組 浦田　桜羽（うらた　さわ）
２年８組 佃　鈴渚（つくだ　すずな）

熊本県文化協会賞 大久保　七夏（おおくぼ　なな）
熊本日日新聞社賞 福田　紗也（ふくだ　さや）
熊本商工会議所賞 今村　七海（いまむら　ななみ）
熊本放送賞 田原　有美（たばる　ゆみ）

【団体の部】優秀団体校賞
【個人の部】　福岡県教育委員会賞 ２年８組 近藤　百花（こんどう　ももか）

佃　鈴渚（つくだ　すずな）
古澤　京佳（ふるさわ　きょうか）

福岡県議会議長賞 佐内　柚希（さない　ゆずき）
朝日新聞社賞 田原　有美（たばる　ゆみ）

西日本書美術協会賞 中川　葉月（なかがわ　はづき）
但馬文化協会長賞 堀尾　若菜（ほりお　わかな）

特選 佐内　柚希（さない　ゆずき）
第６１回大東文化大学全国書道展 全国書道高等学校協議会賞 ２年８組 佃　鈴渚（つくだ　すずな）

第１席 ３年８組 佐内　柚希（さない　ゆずき）
優秀賞 ３年８組 田原　有美（たばる　ゆみ）

２年８組 古澤　京佳（ふるさわ　きょうか）
２年８組 松岡　ひな（まつおか　ひな）
１年３組 松崎　紗奈（まつざき　すずな）
１年１組 田中　青空（たなか　そら）

第１６回田山淳朗賞　高校生ファッション画コンテストin九州・沖縄 KKT賞 ２年９組 岡﨑　萌華（おかざき　もか）
グランプリ １年９組 植松　英子（うえまつ　はなこ）

坂井　優花（さかい　ゆうか）
大森　美波（おおもり　みなみ）

グランプリ ２年９組 岡﨑　萌華（おかざき　もか）
優秀賞 ３年９組 坂井　優花（さかい　ゆうか）

第２２回日本太鼓ジュニアコンクール熊本県予選 ３位 ２年４組 林田　健吾（はやしだ　けんご）
５位

熊本県知事賞(洋画) 海﨑　海生(かいざき　かいせい)
努力賞(洋画) 山本　橘平(やまもと　きっぺい)

努力賞(デザイン) 宮川　結衣(みやがわ　ゆい)
熊本県水彩画会賞 原口　綺乃(はらぐち　あやの)
熊本県知事賞 鶴川　鈴夏(つるかわ　すずか)

味岡　空依（あじおか　そらい）
黒木　ゆかり（くろき　ゆかり）
園田　舞衣（そのだ　まい）

鶴川　鈴夏（つるかわ　すずか）
橋田　詩乃音（はしだ　しのん）
前川　緋里（まえかわ　あかり）
池邉　日路務（いけべ　ひろむ）
岩﨑　小侑(いわさき　こゆき)
柴田　日和（しばた　ひより）
橋口　空音（はしぐち　たかね）
中山　琢朗（なかやま　たくろう）
髙島　唯（たかしま　ゆい）

山本　橘平(やまもと　きっぺい)
村本　花鈴(むらもと　かりん)

最優秀賞(全国代表) 中村　美友(なかむら　　みゆ)
池邉　日路務(いけべ　ひろむ)

松本　ひまわり(まつもと　ひまわり)
櫻田　弥美（さくらだ　みみ）
岩﨑　小侑（いわさき　こゆき）
田北　陽向大（たきた　ひなた）
岩﨑　小侑（いわさき　こゆき）
堀口　朝未(ほりぐち　あさみ)
松岡美　咲(まつおか　みさき)
飯田　日菜子（いいだ　ひなこ）

大牟田文化会館賞 ２年８組 堀口　朝未(ほりぐち　あさみ)
奨励賞 ３年８組 江藤　千夏(えとう　ちなつ)

浅葉克己賞 ３年８組 鶴川　鈴夏(つるかわ　すずか)
３年８組 野田　歩求(のだ　あゆむ)
１年８組 望月　ほたる(もちづき　ほたる)

アート賞 前川　緋里(まえかわ　あかり)
熊本日日新聞社賞 宮川　結衣(みやがわ　ゆい)
KAB熊本朝日放送賞 １年８組 竹迫　愛未(たかば　あみ)

清田　明音(きよた　あかね　)
結城　華音(ゆうき　かのん)

第１６回田山淳朗賞　高校生ファッション画コンテストin九州・沖縄 奨励賞 ３年８組 鶴川　鈴夏(つるかわ　すずか)
１位 １年４組 岩﨑　莉佳（いわさき　りか）

令和元年度第２学期終業式　表彰一覧

バレーボール部

第２５回熊本県高等学校揮毫大会
【個人の部】　１位

第４６回学生学童書道展

最高賞

第２６回日本高校生デザイングランプリ

第３２回九州女子大学高等学校揮毫大会
審査員奨励賞

第１９回豊岡全国かな書展

弁論 令和元年度熊本県高等学校弁論大会 奨励賞

第３回全九州高等学校総合文化祭（宮崎大会）

第５５回熊本県高等学校書道展

書道部

くまもと「描く力」2019チャレンジ部門

第４４回熊本県高等学校美術展

第６３回読書感想画コンクール県審査 特選(県代表)

第４２回九州青年美術公募展

優秀賞

和太鼓部

服飾デザイン部

令和元年度　２学期多読賞

第２３回高校生によるファッションコーディネートコンテスト

第３１回高校生によるファッション画コンテスト

第７７回熊本県美術協会展

第５５回熊本県水彩画会

図書

美術部

２年８組

優秀賞 ３年８組

３年８組

３年８組

２年８組

奨励賞

入選

優秀賞(九州代表)

デザイン賞

令和元年度熊本県高等学校風景画コンクール

３年８組

最優秀賞(全国大会代表)

３年８組

２年８組

２年８組

１年８組

３年９組

１年８組

特選

１年８組

３年８組

２年８組

３年８組

３年８組

和太鼓部１年生チーム



２位 ３年７組 上西川原　結（かみにしかわら　ゆう）
３位 ２年１組 松井　日菜（まつい　はるな）
４位 ３年４組 田尻　笑（たじり　えみ）
５位 １年７組 甲斐　彩音（かい　あやね）
金賞

熊本県教育委員会賞

第７２回全日本合唱コンクール全国大会岡山大会 銀賞
第４４回全国高等学校総合文化祭音楽専門部熊本県代表選考会 金賞・県総文推薦
平成フェスティバル　２０１９年度 ベストプレイヤー賞 ３年８組 橋本　円花（はしもと　まどか）

金賞
第７３回滝廉太郎記念全日本高等学校声楽コンクール推薦

３年８組 安藤　雅（あんどう　なり）
３年８組 平　春佳（たいら　はるか）
２年８組

第５２回熊本県総合文化祭　推薦 ２年８組
全九州高等学校音楽コンクール独唱部門推薦 ２年８組

銀賞 ２年８組 池野　優（いけの　ゆう）
２年８組 鬼塚　遥己（おにつか　はるき）
２年８組 小岱　舞子（しょうだい　まいこ）
１年８組 吉良　生吹（きら　いぶき）

第４３回全九州高等学校音楽コンクール　ピアノ部門 銀賞 ２年８組 岩下　奈々佳（いわした　ななか）
第４４回全九州高等学校音楽コンクール　声楽部門 銅賞 ２年８組 矢野　祐里香（やの　ゆりか）
第３６回ＪＰＴＡピアノオーディション　熊本地区 地区優秀賞・全国大会出場推薦 ２年８組 岩下　奈々佳（いわした　ななか）
第２９回日本クラシック音楽コンクール声楽部門高校男子の部（熊本県本選） 優秀賞・全国大会出場 ２年８組 鬼塚　遥己（おにつか　はるき）
第７３回滝廉太郎記念全日本高等学校声楽コンクール 第２位 ３年８組 淵脇　朋佳（ふちわき　ともか）
全日本学生音楽コンクール北九州大会　本選　（声楽） 第１位 ３年８組 淵脇　朋佳（ふちわき　ともか）
全日本学生音楽コンクール　全国大会　（声楽） 入賞 ３年８組 淵脇　朋佳（ふちわき　ともか）
全日本学生音楽コンクール　九州大会　　ピアノ部門 入賞 ３年８組 橋本　円花（はしもと　まどか）

優秀賞 ３年８組 安藤　雅（あんどう　なり）
２年８組 池野　優（いけの　ゆう）
１年８組 吉良　生吹（きら　いぶき）
３年８組 橋本　円花（はしもと　まどか）
２年８組 岩下　奈々佳（いわした　ななか）

奨励賞 １年８組 西　清良（にし　せいら）
第３４回八代青少年音楽コンクール声楽部門 銀賞 ２年８組 小岱　舞子（しょうだい　まいこ）
第４５回熊本県高等学校管打楽器コンクール 金賞 １年８組 西　清良（にし　せいら）
第４６回熊本県高等学校管打楽器コンクール　代表選考会 優秀賞 １年８組 西　清良（にし　せいら）
第２９回グレンツェンピアノコンクール本選　高校コース 優秀賞 ２年８組 上田　桃華（うえだ　ももか）
第１２回音の夢　ピアノコンクール　課題曲コース　高校生の部 優秀賞 ２年８組 杉浦　七海（すぎうら　ななみ）

筝曲部 第４４回全国高等学校総合文化祭音楽専門部熊本県代表選考会(日本音楽） 銀賞 ２年２組 吉永　百花（よしなが　ももか）
磯邊　真華（いそべ　まなか）
高山　麗奈（たかやま　れな）
中野　水稀（なかの　みずき）

和装文化部 全日本きもの装いコンテスト九州大会　学校対抗の部　 第１位 ２年９組

音楽部

令和元年度　２学期多読賞

第７４回九州合唱コンクール

第４５回熊本県高等学校独唱コンクール　本選

銅賞

図書

第５２回熊日学生音楽コンクール　本選

３年８組 淵脇　朋佳（ふちわき　ともか）

矢野　祐里香（やの　ゆりか）

金賞

優良賞


