
2.中学校 

個人（敬称略、受賞時の学年） 

学校名 学年 氏名 表彰内容 

第一中学校 2 青木 小波 チアダンス 

第二中学校 1 篠﨑 愛里 陸上競技 

第二中学校 2 小山 涼介 陸上競技 

第二中学校 3 中村 藍子 卓球 

第四中学校 2 須永 光輝 体操競技 

第四中学校 3 門間 結乃進 陸上競技 

第五中学校 1 青木 政太 空手道 

第五中学校 1 坂倉 花南 水泳競技 

第五中学校 2 高田 拓人 水泳競技 

第六中学校 3 武藤 隼太 陸上競技 

第六中学校 3 山内 透 水泳競技 

第六中学校 3 和佐 音羽 陸上競技 

第七中学校 1 上條 蓮奈 スキー 

ひよどり山中学校 1 新奥 恵香 陸上競技 

甲ノ原中学校 3 菊田 明希 柔道 

甲ノ原中学校 3 早坂 麗鈴 柔道 

甲ノ原中学校 3 渡邉 結翔 柔道 

横山中学校 2 関内 香水 伝統文化の継承 

横山中学校 2 藤原 ありさ 伝統文化の継承 

横山中学校 3 不破 菜々子 水泳競技 

長房中学校 1 杉田 柊斗 空手道 

長房中学校 1 鈴木 理彩 水泳競技 

長房中学校 1 田辺 未来 体操競技 

長房中学校 3 大西 日陽 軟式野球 

椚田中学校 2 梶野 光希 絵画 

椚田中学校 2 春口 聖璃 体操競技 

椚田中学校 3 麻生 悠斗 陸上競技 

椚田中学校 3 佐藤 有一 駅伝競走 

椚田中学校 3 逸見 空広 陸上競技 

元八王子中学校 2 安部 晃大 伝統文化の継承 



学校名 学年 氏名 表彰内容 

城山中学校 1 井上 朋夏 チアダンス 

城山中学校 3 三浦 元 ヨーヨー 

恩方中学校 2 鎌田 孝道 陸上競技 

恩方中学校 2 新村 心結 陸上競技 

恩方中学校 2 橋本 穂菜美 少林寺拳法 

恩方中学校 3 岩野 由菜 陸上競技 

川口中学校 3 山口 夕凜 新体操 

楢原中学校 3 唐澤 琉成 陸上競技 

加住中学校 1 二井原 有真 卓球 

加住中学校 1 満田 灯里 少林寺拳法 

加住中学校 2 佐々木 陽風 少林寺拳法 

加住中学校 3 瀬戸 秀一 作文 

加住中学校 3 中馬 彩香 少林寺拳法 

由井中学校 2 宮田 稜子 陸上競技 

由井中学校 3 岡部 聖希士 陸上競技 

打越中学校 3 久保 満里奈 水泳競技 

打越中学校 3 
樋口  

セーラグレイス七海 
ヒップホップダンス 

みなみ野中学校 2 青木 杏樹 空手道 

七国中学校 2 田島 明莉 ピアノ 

七国中学校 2 千田 寛登 硬式野球 

七国中学校 2 矢口 丈一郎 硬式野球 

浅川中学校 3 梅木 怜 水泳競技 

浅川中学校 3 千葉 香澄 水泳競技 

陵南中学校 1 髙橋 未映 卓球 

松が谷中学校 3 此田 桂 競技かるた 

松が谷中学校 3 野下 晨斗 水泳競技 

中山中学校 2 岡村 梨香 水泳競技 

宮上中学校 3 林 穂高 テニス 

別所中学校 2 後藤 隼星 体操競技 

別所中学校 3 中川 紗優梨 作文 

上柚木中学校 1 松野 心菜 フラ 

松木中学校 1 新保 咲和 絵画 



学校名 学年 氏名 表彰内容 

松木中学校 1 原田 夏希 書道 

松木中学校 2 松土 凜太郎 絵画 

（補足）そのほか 1 名の方を表彰しました。（氏名等の公表はご意向により控えさせて

いただきます。） 

 

団体（敬称略） 

学校名 団体名 表彰内容 

第一中学校 女子バスケットボール部 バスケットボール 

第一中学校 吹奏楽部 吹奏楽 

第二中学校 
河端 葵 

鶴岡 美花 
バドミントン 

第二中学校 バドミントン部 バドミントン 

甲ノ原中学校 吹奏楽部 吹奏楽 

石川中学校 剣道部 剣道 

横山中学校 吹奏楽部 吹奏楽 

椚田中学校 陸上競技部 陸上競技 

城山中学校 吹奏楽部 吹奏楽 

恩方中学校 
田代 竜輝 

長野 寛大 
少林寺拳法 

加住中学校 
西山 凜 

中馬 隆聖 
少林寺拳法 

加住中学校 
古海 佳蓮 

中村 真優華 
少林寺拳法 

加住中学校 
吉田 響希 

ほか 1名 
少林寺拳法 

加住中学校 少林寺拳法部 少林寺拳法 

由井中学校 吹奏楽部 吹奏楽 

由井中学校 ボランティア部 ボランティア 

打越中学校 水泳部 水泳 

由木中学校 吹奏楽部 吹奏楽 

松が谷中学校 吹奏楽部 吹奏楽 

中山中学校 吹奏楽部 吹奏楽 

上柚木中学校 吹奏楽部 吹奏楽 

  


