
大会名 大会日 
部活動名 

生徒氏名（年次） 
内容 

第 41 回全国高等学校総合文化祭 

将棋部門神奈川県予選 
2017/5/5 

棋道部 

原田 知実  （1 年） 

横山 辰浩  （2 年） 

女子個人戦第 3位 

男子個人戦Ｂ級第 3位 

第 20 回俳句甲子園 

全国高等学校俳句選手権大会 

2017/6/10 

文芸部 

根本 悠太郎 

桑島 知優  （1 年） 

荒川 音臣 

小松 透緒子 

成田 叡賦  （2 年） 

地方予選 優勝 

関東地区大会 出場 

全国大会 出場 

第 19 回関東地区高校生文芸大会 

神奈川県予選 
2017/6/18 

文芸部 

佐野 雄輝  （1 年） 
優秀賞 

平成 29 年度文芸技術講習会「き
た・える・かい？」 2017/6/18 

文芸部 

佐野 雄輝  （1 年） 
優秀賞（関東大会出場） 

バイテク情報普及会 

高校生科学教育大賞 
2017/6/19 

理科調査研究部 

水上 勇佑  （2 年） 
審査委員長 

第28回伊藤園お～いお茶新俳句大賞 2017/7/7 弘川 伊織  （2 年） 佳作特別賞 

第28回伊藤園お～いお茶新俳句大賞 2017/7/7 
棚谷 翼   （2 年） 

佳作 

缶サット 甲子園 関東大会 2017/7/23 航空宇宙工学部 

佐々木 良輔 

久保 竜希 

田中 大智  （2 年） 

西川 直秀  （1 年） 

第４位（審査員特別賞） 

Global Link Singapore 2017 2017/7/26 加藤 大輔  （3 年） Poster Presentaion 1st 
Prize 

第7回高校生バイオサミット in鶴岡 2017/7/29 鶴貝 優梨花 （3 年） 審査員特別賞 

第 41 回全国高等学校 

総合文化祭 器楽・管弦楽部門 
2017/8/1 

音楽部 

鈴木 光   （3 年） 

飯塚 竜也 

椿  葉 

大場 優輝  （2 年） 

文化連盟賞 

第19回 

電子ロボと遊ぶアイデアコンテスト 

エキスパート部門 

2017/8/9 

情報工学部 

荻野目 大洋 

宮本 真優 

鈴木 美湖  （1 年） 

第 2位 

平成 29 年度スーパーサイエンスハイス

クール生徒研究発表会 

2017/8/10 田代 海渡  （3 年） 生徒投票ポスター賞 
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SAGE WORLD CUP 

ウクライナ大会 2017/8/10 

鈴木凛 

稲川マリエ 

櫻井宏樹 

佐藤璃音 

井上礼葉   （2 年） 

世界大会 出場 

第20回俳句甲子園全国大会個人の部 2017/8/20 文芸部 

成田 叡賦  （2 年） 入選 

CTF 神奈川(キャプチャーザフラッ
グ) 神奈川県警サイバー対策室
主催の 

ハッカーの大会 

2017/8/21 

情報工学部 

竹葉 凌 

石渡 琳久 

石川 太朗 

岡部 峻空 

正木 瑛太 

井出 裕志  （2 年） 

髙松 千華 

堀口 航 

小山 公翔 

矢島 響貴 

島田 晃 

千々松 大志 （1 年） 

神奈川新聞に掲載 

第 48 回神奈川県高等学校 

教育書道コンクール 
2017/8/22 塚越 栞奈   

加藤 宗一郎 （3 年） 

特選 

秀作 

日本生物学オリンピック 2017 2017/8/22 
岡部菜々子  （3 年） 

本選出場 敢闘賞 

日本植物学会第81回大会高校生ポス
ター発表 

2017/9/10 

横屋 稜   

鈴木 凛  （2 年） 

岡部 菜々子（3 年） 

優秀賞 

優秀賞 

優秀賞 

ＷＲＯ２０１７ＪＡＰＡＮ大会
（オープンカテゴリー） 

2017/9/17 折本 愛美 
水上 勇佑 

織田 恵利佳 （2 年） 

全国決勝大会出場 

ＷＲＯ２０１７ＪＡＰＡＮ大会
（オープンカテゴリー） 

2017/9/17 
西園 尚輝 

驛田 光佑 
安藤 帆志朗 （2 年） 

全国決勝大会出場 

ＷＲＯ２０１７ＪＡＰＡＮ大会
（レギュラーカテゴリー） 2017/9/17 

西本 暁道 

立岡 幸大 

須田 裕夢  （1 年） 
全国決勝大会出場 

ＷＲＯ２０１７ＪＡＰＡＮ大会 
決勝 2017/9/18 

西本 暁道 

立岡 幸大 

須田 裕夢  （1 年） 

審査員特別賞  

世界大会出場権獲得 
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化学グランプリ 2017 一次選考 2017/9/20 大谷 凜太朗 （3 年） 支部奨励賞 

第 88 回日本動物学会富山大会 

高校生発表 
2017/9/23 

タダ 光邦 

塗木 翔天 （2 年） 
優秀賞 

第7回科学の甲子園神奈川県大会 2017/10/26

・11/3 

タダ 光邦 

石渡 琳久 

中野 尭雄 

羽場 大起 

臺藏 陽香 

毛利 聡 

杉﨑 勇介  （2 年） 

矢島 響貴  （1 年） 

総合３位 

千葉大学先進科学センター主催 

第 20 回数理科学コンクール 
2017/11/3 

数学物理部 

小田島 洋斗 

石牟礼 碧衣  

一色 要   （2 年） 

金欅賞 

第29回高等学校総合文化祭 

将棋大会神奈川県大会 
2017/11/3 

棋道部 

原田 知実  （1 年） 
女子個人戦準優勝 

第 28 回全国高文連将棋新人大会・
第 26 回関東地区高文連将棋大会 
県予選 

2017/11/7 
棋道部 

小谷 美奈恵 （3 年） 

畑 恵美子   

原田 知実  （1 年） 

５位（関東大会出場） 

６位（関東大会出場） 

２位（全国・関東大会出場） 
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「世界津波の日」高校生島サミッ
ト in 沖縄 2017 

2017/11/8 
松本 衿果 

守良 樹   （2年） 

Certificate(英文参加証
明書) 

公益財団法人 藤原ナチュラルヒ
ストリー振興財団第 8 回高校生ポ
スター研究発表 

2017/11/19 石牟禮 碧衣 （2 年） 最優秀賞 

第56 回全国高等学校生徒英作文コンテス

ト 

2017/12/4 
英語部 

折本 愛美  （2 年） 
2・3年の部入選 

第 21 回全国高校生創作コンテスト 2017/12/4 
文芸部 

長谷川 佐和 （3 年） 
短編小説の部佳作 

ＪＳＥＣ ２０１７ 

第15回高校生科学技術チャレンジ 

2017/12/12 岡部 菜々子 （3 年） 花王特別奨励賞 

ファイナリスト大賞 

ＪＳＥＣ ２０１７ 

第15回高校生科学技術チャレンジ 

2017/12/12 勝濵 直椰  （3 年） 審査員特別賞 

サイエンスキャッスル2017関東大会 2017/12/23 
福田 晴   （2年） 優秀ポスター賞 

塩野直道記念 第 5回「算数・数学

の自由研究」作品コンクール 
2017/12/ 竹橋 侑矢   （1 年） 奨励賞 

第 26 回全国高等学校文化連盟 

将棋新人大会女子個人戦 
2018/1/27 

棋道部 

原田 知実  （1 年） 
第 3位 

2017 年度東京学芸大学主催 
SSH/SGH 課題研究成果発表会 

2018/2/18 西川 いこ   （2 年） 優秀賞 

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 

2018/2/25 中野 尭雄   （2 年） 

井合 ひより  （1 年） 

銀賞 

銅賞 

Kanagawa International Science 
Fair 2018 

2018/3/18 
長島 華世    

上岡 妃香  （2 年） 

OutstandingOralPresentati

onAward 

OutstandingPosterPresenta

tionAward 
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第 5 回 SAGE JAPAN CUP 2018/3/21 

小八重 咲空 

佐野 雄輝 

高野 太郎 

桑島 知優 

青木 寿篤 

日向 貴輝 

佐竹 凜太郎 

千々松 大志 （1年） 

準優勝 

第 22 回全国高等学校将棋 

女子選抜大会 
2018/3/25 

棋道部 

原田 知実  （1 年） 
第３位 

第 59 回日本植物生理学会年会高
校生生物研究発表会 2018/3/28 加藤 皐暉  （3 年） 最優秀賞 

第 59 回日本植物生理学会年会高
校生生物研究発表会 

2018/3/28 
織田 稔梨 
奥川 恵   （2 年） 優秀賞 

第 59 回日本植物生理学会年会高
校生生物研究発表会 2018/3/28 横屋 稜   （2 年） 奨励賞 

第 129 回日本森林学会大会  

第 5 回高校生ポスター発表 
2018/3/28 

國信 耕基 奨励賞 

髙平 夏芽 

池田 佳乃子 （2 年） 
奨励賞 

甲斐 光 

堀口 航 

小橋 瑞香 

長尾 有紗  （1 年） 

奨励賞 

 


