
大会名 大会日 
部活動名 

生徒氏名（年次） 内容 

日本植物学会第 80 回大会高校生ポス
ター発表 

2016/9/17 中島 玲菜  （2 年） 学会長特別賞 

日本植物学会第 80 回大会高校生ポス
ター発表 

2016/9/17 
岡部 菜々子  

田代 海渡  （2 年） 
奨励賞 

WRO JAPAN 2016 2016/9/17 

山田 季弥 

三賢 洸介 

山内 大河  （3 年） 

全国決勝大会出場 

WRO JAPAN 2016 2016/9/18 

宮下 萌乃 

奈良澤 行菜 

露木 まゆ  （2 年） 

全国決勝大会出場 
優秀賞、世界大会出場決定 

2016 グローバルサイエンスキャン
パス全国受講生発表会 

2016/9/17-18 
舛村 康成  （3 年） 

勝濵 直椰  （2 年） 
優秀賞 

日本微生物生態学会 2016/10/23 

自然科学部 

角田 望 

宇佐美 悠 

岸 里名子 

佐藤 美瑠斗  （1 年） 

最優秀ポスター賞 

第 15 回りんり俳句大賞 高校生の部  2016/10/31 文芸部 

荒川 音臣    （1年） 
銅賞 

第 15 回りんり俳句大賞 高校生の部  2016/10/31 文芸部  

竹井 いずも  （2年） 
銅賞 

第 28 回総合文化祭将棋大会 

〔Ａ級〕 

〔Ｂ級〕 

2016/11/3 棋道部 

小谷 美奈恵 （2 年） 

萩原 景太  （1 年） 

 

準優勝（関東・全国大会出場決定） 
優勝 

第 6回科学の甲子園神奈川県大会 2016/11/6 

鈴木 晴陽 

野沢 諒太 

中島 翼 

木村 啓太 

塚越 栞奈 

大嶽 竜樹   （2 年） 

中村 元 
堀 竜一     （1年） 

総合第３位 

ロボカップジュニア レスキューラ
イン ワールドリーグ 

2016/11/19 宮下 萌乃  （2 年） 準優勝 

WRO 2016 インド国際大会 2016/11/27 

宮下 萌乃 

奈良澤 行菜 

露木 まゆ  （2 年） 

世界第 4 位入賞 

  



大会名 大会日 
部活動名 

生徒氏名（年次） 内容 

Sunburst Youth Camp 2016 （シン
ガポール） 

2016/12/9 

鈴木 晴陽 

岡部 菜々子 

眞田 理子 

宮下 萌乃 

松尾 拓海  （2 年） 

折本 愛美 

杉﨑 勇介 

水上 勇佑  （1 年） 

ブースプレゼンテーション
コンテスト優勝 

JSEC2016 

第 14 回高校生科学技術チャレンジ  
2016/12/11 

米田 美桜 

舛村 康成  （3 年） 
花王特別奨励賞 

JSEC2016 

第 14 回高校生科学技術チャレンジ 
2016/12/11 鈴木 光   （2 年） 優等賞 

第 15 回神奈川大学全国高校生理科・
科学論文大賞 

2016/12/20 
米田 美桜 

舛村 康成 

英  健太  （3 年） 

大賞 

第 27 回関東地区高等学校文化連盟 

将棋大会女子個人戦 
2016/12/23 棋道部 

小谷 美奈恵  （2年） 
会長杯 

ワン・ワールド・フェスティバル 

for Youth～高校生のための国際交
流・国際協力 EXPO2016～「高校生の
ためのポスターセッション」 

2016/12/23 額賀 斗士   (3年) 優秀賞 

サイエンスキャッスル 2016関東大会 2016/12/24 自然科学部  

角田 望      （1年） 
最優秀ポスター賞 

第３５回高校文芸コンクール 

【詩の部】 

【小説の部】 

【短歌の部】 

2017/1/15 文芸部 

中島 玲菜 

竹井 いずも 

長谷川 佐和 （2 年） 

 

高文連会長賞 優秀 

        優良 

        優良 

平成 28 年度神奈川県高等学校 

総合文化祭 
2017/1/15 文芸部 県知事賞 

第 25 回全国新人将棋大会決勝 2017/2/4 
棋道部 

小谷 美奈恵 （2 年） 
決勝トーナメント ベスト 16 

第 15 回りんり俳句大賞 三学期の部 
高校生の部   

2017/2/16 文芸部 

中島 玲菜     （2年） 
銀賞 

宇宙エレベーターSPIDER チャレンジ  2017/2/25 

航空宇宙工学部 

佐々木 良輔 

矢島 健大 

久木田 真治 

久保 竜希 

佐藤 航希 

田中 大智     （1年） 

実行委員長賞 

  



大会名 大会日 
部活動名 

生徒氏名（年次） 内容 

東京理科大学グローバルサイエンス
キャンパス成果発表会 

2017/2/26 中野 尭雄   （1 年） ポスター発表銅賞 

第 15 回りんり俳句大賞（年間優秀句） 2017/3/6 文芸部 

中島 玲菜     （2 年） 
高校生の部 佳作 

富士正晴全国同人雑誌賞 2017/3/11 

文芸部 

竹井 いずも                
長谷川 佐和                  
中島 玲菜                 
鶴貝 優梨花  （2 年）                    
荒川 音臣          
成田 叡賦    （1 年） 

奨励賞 

東京理科大学グローバルサイエン
スキャンパス 修了ポスター発表 

2017/3/12 柳原 幸哉 （2 年） 銀賞 

東京理科大学グローバルサイエンス
キャンパス修了ポスター発表 

2017/3/12 中野 尭雄   （1 年） 銅賞 

平成 28 年度神奈川県友好交流地
域高校生派遣事業（メリーランド州
派遣） 

2017/3/17 
-23 柳原 幸哉   （2 年） 神奈川県の選考を通過し

参加 

第 58 回日本植物生理学会高校生生物
研究発表会 

2017/3/18 田代 海渡   

岡部 菜々子 （2 年） 
最優秀賞 

第 58 回日本植物生理学会高校生生物
研究発表会 

2017/3/18 中島 玲菜  （2 年） 優秀賞 

日本農芸化学会 2017 年度大会ジュ
ニア農芸化学会 2017/3/18 

宇佐 美悠   

角田 望   （2 年） 
銀賞 

ジュニア農芸化学会 2017 2017/3/18 

自然科学部 
境 美晴 
浜中 祐弥   （2 年） 
宇佐美 悠 
角田 望     （1年） 

銀賞 

かながわ国際サイエンスフォーラム 2017/3/20 竹井 いずも （2 年） 
Outstanding 
PosterPresentation 
Award 受賞 

第４回 SAGE JAPAN CUP 2017/3/20 

鈴木 凛  

稲川 マリエ  

櫻井 宏樹  

佐藤 璃音  

井上 礼葉  （1 年） 

準優勝 

（SAGE 世界大会 

 ウクライナ大会へ参加） 

日本森林学会第４回高校生ポスタ
ー発表 

2017/3/28 

池田 佳乃子    

佐藤 璃音  

髙平 夏芽  （2 年） 
奨励賞 

日本森林学会第４回高校生ポスタ
ー発表 

2017/3/28 

池田 佳乃子 
佐藤 璃音 
髙平 夏芽   （1 年） 

奨励賞 

 


