
山田　貴大（体操） 山田　貴大（体操） 文芸部
平塚　喜航（体操） 平塚　喜航（体操） 弁論部

野呂　充志（文芸）
福岡　諒太（空手道） 桐越　智子（美術）

田代　瑞葉（無線）
近藤　優介（柔道） 藤田　　舞（無線）

軟式野球部 軟式野球部 文芸部
（第56回大会明石－優勝） 田代　瑞葉（無線）

平川　百佳（無線）
平塚　喜航（体操） 佐藤　初紀（無線）
田中　宏輝（体操） 安田　菊恵（無線）

佐藤美紗都（無線）
三浦健太郎（美術）

軟式野球部 軟式野球部 文芸部
（第57回大会明石－ベスト８） 放送部

体操部 弁論部
体操部 無線部
三島　昇樹、田中　宏輝 近藤　大地（柔道） 囲碁・将棋部
佐々木修平、平塚　喜航 平川　百佳（無線）　

安田　菊恵（無線）
空手部 佐藤　初紀（無線）
與齊尊偉（男子個人形） 佐藤美沙都（無線）

村岡　雄人（文芸）
森川　知世（文芸）
藤原沙綾果（文芸）

　　　第8回  IARU  第３地域  ARDF選手権大会
　　　　　　　平川　百佳　　　　安田　菊恵

体操部 與齊尊偉（空手道） 無線部
弁論部

近藤　大地（柔道） 杉山　　葵（文芸）
小泉　裕寿（文芸）

與齊尊偉（空手道） 西村　悠南（無線）
渡部　晶子（無線） 　　
平川　百佳（無線）　

　　　　　第16回  IARU　ARDF世界選手権大会
　　　　　　　　　　　　　平川　百佳

体操部（団体・個人） 体操部（団体・少年男子） 無線部
三島　昇樹、佐々木修平 弁論部
遠藤　鉄平、塚田　　竣 杉山　　葵（文芸）
（個人） 山谷　奈未（文芸）
安倍　元喜、成田　裕生 西村　悠南（無線）

渡部　晶子（無線）
武田　　乃（柔道） 小沢　龍馬（無線）

福岡　慎吾（空手道） 　　　第9回  IARU  第３地域  ARDF選手権大会
　　　     　　     　　   渡部　晶子
　　　   　　　　          西村　悠南

体操部（団体・個人） 軟式野球部 「全国高等学校総合文化祭」
遠藤　鉄平、成田　裕生 無線部　学校対抗4位
塚田　　竣、渡邊　晴喜 新岡　燎太（男子個人2位）
（個人） 佐藤　洋通（男子個人6位）
保坂　恭矢

書道部
空手道 田中　麻友
福岡　慎吾（男子個人形）
加藤　健太（男子個人組手） 文芸部
渡辺　大貴（男子個人組手） 袴田美帆乃（文芸部門・詩）

軟式野球部 弁論部
（第59回大会明石） 「全国中学・高校ディベート選手権」

ベスト１６
保坂　一貴、熊谷あやね、佐々木　葵
宮腰　双葉、川村　雄輝

囲碁将棋部
「全国高等学校文化連盟将棋新人大会」
石崎　理彩
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体　　育　　局

全国大会・インターハイ 国体・選抜大会
文　　化　　局
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体操部（団体・個人） 軟式野球部 無線部
塚田　　竣、佐々木大地 全日本ＡＲＤＦ競技大会
渡邊　晴喜、高野　太一 鷲谷菜々子（3.5ＭＨｚ　1位、144ＭＨｚ　2位）
嶋田　大輝、伊藤　裕大 全国高等学校ＡＲＤＦ競技大会
永塚さくら 鷲谷菜々子（女子個人７位）

弁論部
空手道部（女子団体組手） 全国中学・高校ディベート選手権
鷲谷芙美子、池端　望来 熊谷あやね、川村　雄輝、佐々木　葵
細田満里奈、工藤　まえ 宮腰　双葉、三國ちひろ、松橋　　茜
金谷佳奈子、神馬　芽衣 囲碁将棋部

全国高等学校文化連盟将棋新人大会　女子団体
軟式野球部 高杉　歩惟、後藤　実優、石崎　理彩
（第60回大会明石－準優勝） 放送部

ＮＨＫ全国放送コンテスト　テレビドキュメント部門 
山下　聡子、金野　明帆、伊藤　水葉、松橋　凜歩

　   第10回  IARU  第３地域  ARDF選手権大会
　　　佐藤　洋通（144ＭＨｚ　2位・ＦＯＸ-O-RING 1位）
　　　工藤　理彩（144ＭＨｚ　6位・スプリント競技6位)

体操部（団体・個人） 国民体育大会 無線部
渡邊　晴喜、嶋田　大輝 体操部（団体・個人） 全国高等学校ＡＲDＦ競技大会
伊藤　裕大、渡辺　一輝 渡邊　晴喜、高野　太一 女子個人144MHｚ
高野　太一、工藤　　海 嶋田　大輝、伊藤　裕大 佐藤美那子（1位）、工藤　理彩（2位）
（個人） 渡辺　一輝 中川ちさと（4位）、鷲谷菜々子（5位）
相馬　真広、成田　　研 石川　真由（6位）

全国高等学校体操競技選抜大会 女子個人スプリント
体操女子個人 嶋田　大輝（体操） 中川ちさと（2位）、工藤　理彩（3位）
佐藤　杏奈 佐藤美那子（5位）、鷲谷菜々子（6位）

剣道部
軟式野球部 全国高等学校剣道選抜大会 全国ＡＲDＦ競技大会
（第61回大会明石） 女子団体 144MHz

津谷　幸穂、成田　千佳 信太　藍瑠（2位）、清水　優花（4位）
川井絵里奈、菊地　咲希 スプリント競技
藤原　麗奈、佐藤　礼那 佐藤美那子（３位）、石川　真由（4位）
藤原　涼花、加賀　琴里

囲碁将棋部
全国高等学校将棋選手権大会　女子団体
石崎　理彩、高杉　歩惟、後藤　実優

新聞部
全国高等学校総合文化祭
宇佐見拓真、吉岡　輝紀、神馬　卓也

文芸部　　
全国高校生短歌大会　3位
佐藤　瑞穂、小玉　莉子、村上　楓佳

　　　　第18回  IARU　ARDF世界選手権大会
　　　　　　　　　　　　　　鷲谷菜々子

体操部（団体・個人） 国民体育大会 無線部
嶋田　大輝、伊藤　裕大 体操部（団体・個人） 全国高等学校ＡＲDＦ競技大会
渡辺　一輝、工藤　　海 嶋田　大輝、伊藤　裕大 スプリント部門
体操部（個人） 渡辺　一輝、工藤　　海 学校対抗　2位　石川　真由、佐藤美那子、安保　　広
吹谷　泰河、相馬　広夢 吹谷　泰河 女子個人

全国高等学校体操競技選抜大会 信太　藍瑠（3位）、佐藤美那子（4位）、石川　真由（5位）
体操女子個人　　佐藤　杏奈 渡辺　一輝 男子個人

安保　　広（5位）
陸上競技部　　小武海泰士 3.5MHz帯競技部門
（男子5,000ｍW 7位） 学校対抗5位　安保　　広、榮田　大輝

女子個人　福岡　苑実（1位）、成田　陽菜（3位）
144MHz帯競技部門
学校対抗1位　安保　　広、榮田　大輝、成田　　凌
女子個人　福岡　苑実（1位）、佐藤　絵里奈（2位）
男子個人　安保　　広（3位）

弁論部
全国中学校・高校ディベート選手権
寺田　彩希、山下菜々子、佐藤　ひな、加藤　玲奈

放送部
全国高等学校総合文化祭
大渕里緒

文芸部　　
全国高校文芸コンクール
詩部門　村上楓佳（入選）
文芸部誌部門　「松陵106号」（奨励賞）

　　　　　第11回  IARU  第３地域  ARDF選手権大会
　　　　　　　　　　　　　　信太　藍瑠
クラシック部門3.5MHz帯競技　国別対抗2位　個人5位
クラシック部門144MHz帯競技　国別対抗2位　個人5位
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体操部（団体・個人） 国民体育大会 無線部
渡辺　一輝、工藤　　海 軟式野球部（準優勝） 全国高等学校ＡＲDＦ競技大会
相馬　真広、相馬　広夢 スプリント部門
体操部（個人） 体操部（団体） 学校対抗　3位　
吹谷　泰河、渡辺　晃平 渡辺　一輝、工藤　　海 男子個人　安保広（1位）

相馬　真広、相馬　広夢 女子個人　
体操女子個人 渡辺　晃平 　　成田　陽菜（1位）、堀江　優風（4位）、福岡　苑実（5位）
佐藤　杏奈 144MHz帯競技部門

陸上部（女子三段跳） 学校対抗4位　
柔道部（男子個人100kg級） 小玉　沙紀 男子個人　安保　　広（1位）
髙橋　怜夢 女子個人　

柔道部 　　福岡　苑実（3位）、成田　陽菜（4位）、大塚　綾乃（5位）
軟式野球部 全国高等学校柔道選手権大会 囲碁・将棋部
（第63回大会明石） 男子81kg級　　伊藤　悠雅 全国高等学校総合文化祭

囲碁男子団体　近藤吉晃、　将棋女子個人　扇理桜
弁論部
全国中学校・高校ディベート選手権
寺田　彩希、佐藤　ひな、山下菜々子
加藤　玲奈、剣持　幸平、松岡　　司
新聞部
全国高等学校総合文化祭　　加藤茉莉花、山﨑　愛子
文芸部　　
全国高校生短歌大会
団体戦　村上　楓佳、鈴木　結依、堀内　和佐
個人戦　堀内　和佐（優秀作品賞）
全国高等学校総合文化祭　　　堀内　和佐
理数科ロケット班
ロケット甲子園　２位
扇理桜、加藤美羽、工藤壮、佐々木太陽、成田陸翔

         第19回  IARU　ARDF世界選手権大会
　　　　　　安保　　広、福岡　苑実、成田　陽菜、
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