
大会名 大会日 
部活動名 

生徒氏名（年次） 内容 

第 59 回 日本植物生理学会 

     高校生生物研究発表会 
2018/04/02 加藤 皐暉 （3 年次） 最優秀賞 

第 59 回 日本植物生理学会 

     高校生生物研究発表会 
2018/04/02 織田 稔梨 （3 年次） 優秀賞 

第 59 回 日本植物生理学会 

高校生生物研究発表会 
2018/04/02 奥川 恵  （3 年次） 優秀賞 

第 59 回 日本植物生理学会 

高校生生物研究発表会 
2018/04/02 横屋 稜  （3 年次） 奨励賞 

第 129 回 日本森林学会 

   第 5 回 高校生ポスター発表 
2018/04/02 國信 耕基 （3 年次） 奨励賞 

第 129 回 日本森林学会 

   第 5 回 高校生ポスター発表 
2018/04/02 

髙平 夏芽 

池田 佳乃子（3 年次） 奨励賞 

第 129 回 日本森林学会 

   第 5 回 高校生ポスター発表 
2018/04/02 

甲斐 光 

堀口 航 

小橋 瑞香  

長尾 有紗 （2 年次）  

奨励賞 

第 42 回全国高校総合文化祭 

将棋部門 神奈川県予選 
2018/04/29 

棋道部  

原田 知実  

畑恵 美子 （2 年次） 

女子団体戦 優勝  

全国大会出場 

日本地球惑星科学連合 

2018 大会パブリックセッション  

高校生によるポスター発表 

2018/05/20 石牟禮 碧衣（3 年次） 奨励賞 

第 20 回関東地区高校生文芸大会 

神奈川県予選会 
2018/06/17 

文芸部        

髙橋 一優 （2 年次） 

春名 柊夜 （１年次） 

優秀賞 関東大会出場 

第 12 回高校生「詩のボクシング」 

神奈川大会 
2018/06/17 

文芸部 

春名 柊夜 （1 年次） 
個人の部 準優勝 

数学甲子園（全国数学選手権） 2018/08/02 

中村 元 

羽場 大起 

杉﨑 勇介  （3 年次） 

本選出場 

平成 30 年度スーパーサイエンス 

ハイスクール生徒研究発表大会 
2018/08/09 石牟禮 碧衣（3 年次） 審査委員長賞 

第 20 回電子ロボと遊ぶ 

アイデアコンテスト 
2018/08/09 

航空宇宙工学部 

相川 修平 

浅田 啓太郎（2 年次） 

高校生エキスパート部門 

第１位(WRO全国大会出場) 

 

 



大会名 大会日 
部活動名 

生徒氏名（年次） 内容 

第 20 回電子ロボと遊ぶ 

アイデアコンテスト 

2018/08/09 

航空宇宙工学部 

横井 岳登 

伊藤 雄飛 

瀬川 清晃  （1 年次） 

高校生エキスパート部門 

審査員特別賞 

第 20 回電子ロボと遊ぶ 

アイデアコンテスト 
2018/08/09 

航空宇宙工学部 

生方 鈴乃 

貞松 龍介  （2 年次） 

高校生エキスパート部門 

審査員特別賞 

第 20 回電子ロボと遊ぶ 

アイデアコンテスト   2018/08/09 

航空宇宙工学部 

河原 寛奈 

竹田 真奈美 

小島 宙    （1 年次） 

高校生ミドル部門 

審査員特別賞 

WRO JAPAN 2018 大会 

全国大会出場（オープンカテゴリ
ー） 

2018/08/09 

高橋 誓我 

正木 青空 

立岡 幸大  （2 年次） 
全国大会出場 

第 42 回全国高等学校総合文化祭 

棋道部門 
2018/08/10 

棋道部 

畑 恵美子 

原田 知実 （2 年次） 

女子団体戦三位 

日本生物学オリンピック 2018本選 2018/08/19 遠藤 奨    （2 年次） 本選出場、敢闘賞 

神奈川県高等学校 

教科研究会書道部会 
2018/08/21 

書道部 

大武 侑義 （1 年次） 
奨励賞 

神奈川県高等学校 

教科研究会書道部会 
2018/08/21 

書道部 

山本 蒼  （1 年次） 
奨励賞 

日本進化学会第 20 回大会 

第 13 回みんなのジュニア進化学会 
2018/08/24 桑島 知優  （2 年次） 優秀賞 

WRO Japan2018 決勝大会 2018/09/09 
相川 修平 

浅田 啓太郎（2 年次） 

レギュラーカテゴリー 

高校生エキスパート部門 

第 6位 

日本植物学会第 82 回大会 

高校生研究ポスター発表 2018/09/16 桑島 知優  （2 年次） 優秀賞 

日本植物学会第 82 回大会 

高校生研究ポスター発表 
2018/09/16 佐藤 潤苑  （2 年次） 優秀賞 

第 37 回高校文芸コンクール 2018/09/30 
文芸部 
春名 柊夜 （1 年次） 教育長賞（小説） 

第 37 回高校文芸コンクール 2018/09/30 
文芸部  
貞岡 直  （1 年次） 

高文連会長賞（短歌） 

第 9 回文芸誌甲子園 2018/10/10 
文芸部 
貞岡 直  （1 年次） 

全国高校生文学賞 

‐四国大学学長賞‐奨励賞 



大会名 大会日 
部活動名 

生徒氏名（年次） 内容 

東京理科大学坊ちゃん科学賞 2018/10/28 横屋 稜    （3 年次） 佳作 

日本植物学会第 82 回大会 

高校生研究ポスター発表 
2018/10/28 佐藤 潤苑  （2 年次） 優秀賞 

「世界津波の日」2018 

高校生サミット in 和歌山 
2018/11/01 

河野 葉子 

青木 寿篤 （2 年次） 
参加 

エッグドロップ甲子園2018東京大学 2018/11/02 
罇 辰之介 

和田 優斗 

渡辺 駿介 （1 年次） 

優勝 

千葉大学主催 第 21 回 

数学理科コンクール【課題の部】 
2018/11/03 

数学物理部 
渡邉 将太郎 

藤井 悠貴 （2 年次） 

学長賞 

千葉大学主催 第 21 回 

数学理科コンクール【課題の部】 

2018/11/03 
数学物理部 
坂井 実 

星川 直輝 （1 年次） 

銀欅賞 

第 8 回科学の甲子園神奈川県大会 
2018/11/18 

真鍋 虎之介 

矢島 響貴 

相川 修平 

神田 歩 

高橋 桜 

渡邉 将太郎 

森 春香 

諏訪 淳  （2 年次） 

総合第 3位 

・総合実技競技第 1位 

中高生南極北極科学コンテスト 2018/11/23 石牟禮 碧衣（3 年次） 優秀賞・南極北極科学賞 

第 17 回神奈川大学全国高校生 

理科・科学論文大賞 
2018/12/07 横屋 稜   （3 年次） 大賞 

第 17 回神奈川大学全国高校生 

理科・科学論文大賞 
2018/12/07 角田 望   （3 年次） 努力賞 

高校生科学技術チャレンジJSEC2018 2018/12/09 横屋 稜   （3 年次） 優等賞 

高校生科学技術チャレンジJSEC2018 2018/12/09 石牟禮 碧衣（3 年次） 審査員奨励賞 

塩野直道記念第6回 

「算数・数学の自由研究」作品コンクール 
2018/12/16 坂井 実  （1 年次） 奨励賞 

第3 回スーパーグローバルハイスクール 

課題研究発表会 
2018/12/23 髙野 太郎 （2 年次） ポスター部門 銀賞 

サイエンスキャッスル2018関東大会 2018/12/24 内田 舜也  （2 年次） 優秀賞 

 

 



大会名 大会日 
部活動名 

生徒氏名（年次） 内容 

サイエンスキャッスル2018関東大
会 

2018/12/24 

青木俊輔 

赤井里佳子 

中西梨予   （2 年次） 

優秀ポスター賞 

第 22 回高等学校 

文芸部誌コンクール 

2019/01/13 

文芸部 

高橋 一優 

畑 恵美子 

佐野 雄輝 

根本 悠太郎 

加藤 未歩 （2 年次） 

貞岡 直 

春名 柊夜 （1 年次） 

高文連会長賞 

平成30年度全国高等学校総合文化祭 

 神奈川県予選 散文の部 
2019/01/13 

文芸部 

貞岡 直   （1 年次） 

高文連会長賞 

（全国大会出場） 

第 9 回富士正晴全国高等学校 

文芸誌甲子園 
2019/01/21 文芸部 

貞岡 直   （1 年次） 

全国高校生文学賞 

（四国大学学長賞）奨励賞 

第 9 回富士正晴全国高等学校 

文芸誌甲子園 
2019/01/21 

文芸部 

高橋 一優 

畑 恵美子 

佐野 雄輝 

根本 悠太郎 

加藤 未歩 （2 年次） 

貞岡 直 

春名 柊夜 （1 年次） 

奨励賞 

第 27 回全国高等学校文化連盟 

将棋新人大会（女子個人戦） 

2019/02/01 

  ～02 

棋道部 

原田 知実 （2 年次） 
第 5位 

 

 

First Lego League 全国大会 

 

 

 

 

2019/02/11 

 

 

航空宇宙工学部 

藤巻将慶 

横井岳登 

伊藤雄飛 

河原寛奈 

竹田真奈美 

小島宙 

瀬川清晃  （1年次） 

 

入賞 

 

 

神奈川県高等学校文化連盟 

（年間を通して） 
2019/03/01 

棋道部 

畑 恵美子 

原田 知実 （2 年次） 

連盟賞 

第 66 回日本生態学会 

  高校生ポスター発表会 
2019/03/17 古谷 優樹  （2 年次） 審査員特別賞 

第 15 回日本物理学会 

Jr.セッション 2019 
2019/03/17 岸本 昂大 （2 年次） 審査員特別賞 



 


