2015 年度
大会名
総合コミュニケーション科学
「読書コンクール」

大会日

部活動名

内容

生徒氏名（年次）

2016/3/30 鶴貝 優梨花(1 年) 電通大特別賞
大倉 梨愛（1 年）

日本森林学会「高校生ポスター発表」

2016/3/29

平成 28 年度日本水産学会春季大会

2016/3/28 赤根 翼(2 年)

額賀 斗士（1 年）

奨励賞
金賞

舛村 康成(2 年)
Linked Open Data Challenge 2015

2016/3/19 猪野 湧斗(2 年)

学生奨励賞（高校部門）

川上 拓真(2 年)
横浜市教育委員会賞

第 61 回青少年読書感想文全国コンクール

北原 裕也(2 年)

第 61 回青少年読書感想文全国コンクール

田中 美花(2 年)

毎日新聞社横浜支局長賞

第 34 回高校文芸コンクール【詩の部】

伊藤 真(2 年)

高文連会長賞(優秀)

第 34 回高校文芸コンクール【詩の部】

葛西 泰吉(1 年)

高文連会長賞(優良)

第 5 回静岡産業大学俳句コンテスト

田中 隆晴(1 年)

静岡産業大学学長賞

第 8 回日本地学オリンピック予選

岡

(国際大会国内一次選抜)
第 63 回日本生態学科大会
高校生ポスター発表会
第 57 回日本植物生理学会年会
高校生生物研究発表会
第 57 回日本植物生理学会年会
高校生生物研究発表会
第 14 回神奈川大学全国高校生理科・化学
論文大賞

紘希(2 年)

鈴木 勘太(2 年)
樋口 莉央(2 年)

・全国入選

国内予選通過、本選
(国際大会国内二次選抜)出場

2016/3/21 渡邊 葵乃(2 年)

審査員特別賞

2016/3/20 森川 拓海(2 年)

優秀賞

米田 美桜(2 年)
2016/3/20 英

健太(2 年)

最優秀賞

舛村 康成(2 年)
2016/3/13 本校

団体奨励賞

独立行政法人国際協力機構主催
国際協力中学生・高校生エッセイコンテス 2016/1/15 本校

学校賞

ト二〇一五
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
第 6 回富士正晴全国高等学校文芸誌賞
(文芸誌甲子園)

2016/3/13 金指 勇樹(2 年)

口頭発表 学長特別賞
ポスターセッション賞

伊藤 真(2 年)
竹井 いずも(1 年) 優秀賞
鶴貝 優梨花(1 年)

大会名

大会日

部活動名

内容

生徒氏名（年次）
山口 優(2 年)
村松 瀬音(2 年)

ワン・ワールドフェスティバル for youth
2015

2015/12/26

「高校生のためのポスターセッション」

中野 裕夏(2 年)
宮内 光香(2 年)

人気投票第 1 位

村山 央典(2 年)
武藤 実緒(2 年)

平成 27 年度
第２回関東ボクシング選抜大会
サイエンスキャッスル２０１５
日本植物学会第 79 回大会高校生研究
ポスター発表
日本植物学会第 79 回大会高校生研究
ポスター発表

2015/12/23 渡邊 葵乃(2 年)

第２位ピン級

2015/12/20 田中 美花(2 年)

審査委員特別賞

2015/9/6
2015/9/6

田中 美花(2 年)
中尾 遥奈(3 年)
米田 美桜(2 年)
舛村 康成(2 年)

優秀賞

最優秀賞

升田 尚幸(2 年)
WRO JAPAN 2015 決勝大会

2015/9/20 三賢 洸介(2 年)

最優秀賞(国際大会出場)

山田 季弥(2 年)
第 13 回高校生科学技術チャレンジ(JSEC) 2015/12/13 藁科 友朗(3 年)

朝日新聞社賞

第 13 回高校生科学技術チャレンジ(JSEC) 2015/12/13 山本 実侑(3 年)

科学技術振興機構賞

エッグドロップ甲子園 2015
東大 experiment
日本地球惑星科学連合 2015 年大会

鬼頭 幸助(3 年)
中村 勇太(3 年)

TODAI 賞

小畦地 裕哉(3 年)
2015/5/24 山本 実侑(3 年)

研究奨励賞

塩野直道記念
第 3 回「算数・数学の自由研究」作品コン 2015/12/20 池田 悠輝(2 年)
クール

最優秀賞 Rimse 理事長賞

大会名

大会日

部活動名

内容

生徒氏名（年次）

優秀賞（最高賞・全国６人）
野崎有花（3 年）

ノルウエー大使館主催

島崎歩美（3 年）
「気候変動エッセイコンテスト」

荒巻理沙（3 年）

全国から 354 本のエッセイ
の中から６人の優秀賞
野崎さんはその中で最高賞
に選ばれ、9/17～9/23 ごろノ
ルウェーに招待されます

日本進化学会 高校生ポスター発表

2015/8/22

元川 知歩（3 年）最優秀賞
山田 季弥（2 年）

WRO ２０１５ JAPAN 大会

2015/8/24

升田 尚幸（2 年）
三賢 洸介（2 年）

第 39 回全国高等学校総合文化祭 文芸
部門（文芸部誌）
高校生バイオサミット in 鶴岡

2015/7/31
2015/7/19

全国大会出場（オープンカテ
ゴリー）

伊藤 真（2 年） 文化連盟賞
山本 実侑（3 年）文部科学大臣賞
藁科 友朗（3 年）慶応義塾賞
勝濱 直椰（1 年）優良賞

日本生物学オリンピック２０１５予選・ 2015/8/10
本選

2015/8/23

松浦 美幸（3 年）優良賞
浜中 祐弥（2 年）優秀賞
山田 康平（2 年）本選出場・敢闘賞
杉原 翔吉（3 年）本選出場・銀賞

Japan Neuroscience Society's
Inaugural Brain Bee Japan
Championship２０１５（日本脳科学オ
リンピック）

2015/7/29

山田 康平（2 年）3 位

部活動名
大会名

大会日

ＩＮＮＯＶＡＴＩＶＥ ＵＳＥ ＯＦ

伊勢 晶（3 年）

ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＩＮ

ＳＣＩＥＮＣＥ ＬＥＡＲＮＩＮＧ

高校生文芸大会神奈川県予選会

内容

THE HARRY AND MARGARET
KROTO PRISE

元川 知歩（3 年）ENGLISH LANGUAGE PRISE

２０１５
平成 27 年度第 17 回関東地区

生徒氏名（年次）

伊藤 真（2 年）
2015/6/21

優秀賞（関東大会出場）
鶴貝優梨花（1 年）
新谷 星歌（2 年）

第 39 回全国高等学校総合文化祭

稲村香織里（2 年）

滋賀大会器楽・管弦楽部門

川原 優花（2 年）

全国大会出場

宮尾 鷹仁（2 年）

