
                         ３学年通信卒業式号ＮＯ２ ２０１９年３月２日（土）                         

本日、第５７回卒業証書授与式 
各種表彰が行われます。受章者の皆さんの三年間の努力を讃えます。おめでとうございます。 

＜表彰者一覧＞ 
 皆勤賞（３年間無遅刻無欠席） 

2 組 14 番  齋藤 海香 
2 組 15 番  斎藤 桃奈 
3 組 23 番  中山 侑哉 
3 組 32 番  栁澤 思亜来 
4 組 11 番  小林 航士 
4 組 16 番  笹澤 奈津弥 
6 組 2 番  市川 妃奈子 
6 組 25 番  土屋 朱音 
7 組 2 番  池田 好泰 
7 組 10 番  春日 拓海 
7 組 15 番  清水 直人 
8 組 4 番  荒井 悠可 
9 組 23 番  西澤 早紀 
9 組 29 番  町田 和司 

10 組 2 番  青山 加奈 
10 組 19 番  土屋 里奈 
10 組 30 番  山﨑 舞 

以上１7名 

 精勤賞（３年間欠席３日以内） 
1組 7番   岡崎 愛李 
1組 8番   荻原 由行 
1組 22番   田中 七青 
1組 32番   宮島 実来 
2組 3番   井上 湧陽 
2組 4番   内堀 広大 
2組 7番   児玉 華菜 
2組 23番   園田 真由 
2組 24番   武井 彩奈 
3組 6番    倉又 麻江 
3組 15番 春原 満里奈 
3組 30番 丸山 由希奈 
3組 33番 山浦 紗瑛 
4組 1番 赤地 優奈 
4組 5番 柏木 愛里 
4組 8番 黒岩 海斗 
4組 10番 小関 桃果 
4組 17番 清水 葵 

 

4組 27番 原山 愛美 
4組 32番 丸山 あかね 
4組 33番 丸山 海斗 
5組 3番 三井 汰一 
5組 36番 宮原 開 
6組 5番 掛川 達也 
7組 9番 大日方 綾 
7組 11番 木下 陽平 
7組 12番 小平 桂吾 
7組 13番 佐藤 葉月 
７組 17番   白井 豪 
7組 30番 宮下 朝妃 
7組 32番 宮原 佳希 
7組 36番 両角 友紀 
7組 38番 栁沢 彰吾 
7組 41番 山本 直幸 
7組 43番 依田 美月 
8組 7番 池田 千尋 
8組 18番 斉藤 瑞希 
8組 22番 中山 紘貴 
8組 25番 花岡 真樹 
9組 5番 一本鎗将希 
9組 8番 内川 大暉 
9組 10番 加藤 結衣 
9組 12番 黒岩 大貴 
9組 15番 小松 龍世 
9組 17番 髙橋 一真 
9組 20番 滝沢 純佳 
9組 26番 平山 遥香 
9組 27番 古沢 海都 
9組 30番 峯村麻由佳 
9組 32番 和田 龍樹 

10組 11番 鈴木恵里加 
10組 13番 鷹野 由奈 
10組 14番 髙林 慶輔 
10組 24番 祢津 杏香 
10組 28番 矢島 聖成 
10組 32番 山本 彩揮 

 以上５６名 

日本私立中学高等学校連合会特別表彰 
山崎 舞 【表彰理由：華道部部長として活躍、小原流学生いけばな競技会長野地区大会（長野，岐阜，新潟，富

山，石川，福井の 6 県の高校生及び大学生が対象）において，団体で優勝，個人で最優秀賞（1 位）を受
賞した。】 

理事長特別表彰 
  栁澤 実希 軟式野球部 【表彰理由：２０１８年第６３回全国高等学校軟式野球選手権大会 第３位】 

関  巳旺 軟式野球部 【同上】 
丸山 泰生 軟式野球部 【同上】 
原山 愛美 軟式野球部 【同上】 
西澤 一花 軟式野球部 【同上】 
宮原 佳希 軟式野球部 【同上】 
両角 友紀 軟式野球部 【同上】 
矢嶋 太一 軟式野球部 【同上】 
髙橋 一真 軟式野球部 【同上】 
櫻井 丈 軟式野球部 【同上】 
大橋 寛介 レスリング部 【表彰理由：２０１８年全国高校総体 個人 60kg級 第３位】 
稲葉 洋人    レスリング部 【表彰理由：２０１８年福井国民体育大会 個人 71kg級 第３位】 
安藤 春乃 サッカー部 【表彰理由：２０１７年第９６回全国高校サッカー選手権大会 第３位】 
若林 佑河 サッカー部 【同上】 
島津 銀河 サッカー部 【同上】 
小山 智仁 サッカー部 【同上】 
田中 悟 サッカー部 【同上】 
藤田 英輝 サッカー部 【同上】 
矢島 聖成 成績優秀者                         以上１９名 


