
大会・検定名 種目 結果 クラス 氏名

全国 スポーツエアロビック2021　東京オープン ユース１トリオ部門 優勝 1412 清村　萌々香

全国 第30回国際高校生選抜書展 入選 5205 勝見　桃子

全国 第30回国際高校生選抜書展 入選 5429 山崎　誠介

全国 第30回国際高校生選抜書展 入選 4402 池守　亜季

全国 第37回全国書き初め展覧会 硬筆の部 第37回展記念特別大賞 2124 原　美梨花

全国 第37回全国書き初め展覧会 毛筆の部 特選 2124 原　美梨花

全国 第41回全国高校生読書体験記コンクール 入選 4306 入沢　百花

全国 第58回全日本書初め大展覧会 全日本中学校長会賞 2124 原　美梨花

全国 第58回全日本書初め大展覧会 公募の部 日本武道館賞 2124 原　美梨花

全国 第65回全国学芸サイエンスコンクール 社会科自由研究部門　中学生の部 旺文社赤尾好夫記念賞（入選） 3115 関口　真司

全国 第68回全国少年新春書道展 準特選 2124 原　美梨花

全国 第69回ニッコールフォトコンテスト 第4部 入選 5425

全国 第69回ニッコールフォトコンテスト 第4部 入選 4101 阿久津　莉瑚

全国 第46回全日本こども美術大賞 特選 2305 市村　紬

全国 第46回全日本こども美術大賞 入選 2103 井田　乙歌

全国 第46回全日本こども美術大賞 入選 2132 横田　悠樹

全国 第46回全日本こども美術大賞 入選 2316

全国 第46回全日本こども美術大賞 入選 2325 平山　優実

全国 第46回全日本こども美術大賞 入選 2330 水田　理紗子

全国 第46回全日本こども美術大賞 入選 2332 渡部　希颯

全国 第46回全日本こども美術大賞 入選 2405 鎌塚　菜名

全国 第46回全日本こども美術大賞 入選 2409 NGUYEN TRA MY

全国 第46回全日本こども美術大賞 入選 2429 茂木　和温

全国 朝日フォトコン2021 第7回 朝日中学生高校生フォトコン 中学生特別賞 3222 砥上　結吏

全国 朝日フォトコン2021 第7回 朝日中学生高校生フォトコン 中学生特別賞 3302 井村　菜々恵

全国 朝日フォトコン2021 第7回 朝日中学生高校生フォトコン 日刊スポーツ新聞社賞 4206 遠藤　綾乃
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合格体験を聴く会 

 ３月２３日、合格体験を聴く会が行われました。この会は、

進路希望を叶えた卒業生の体験談を直接聞き、自己の希望進

路の実現に向けて自身の今後を見据え、次年度にどのような

取り組みをしていけばよいのかを考えることを目的として

います。今回も受験を制した８期生２１名が、授業の受け方

や模試の活用方法、受験勉強での苦労話、部活との両立等に

ついて、１～５年の在校生にアドバイスを贈ってくれまし

た。自分たちと同じ目線で語られる経験談は非常に説得力が

あり、在校生は熱心に耳を傾け、積極的に質問をしていまし

た。このような機会を生かし、四ツ葉の学びの伝統が受け継

がれるとともに、四ツ葉生のさらなる学習意欲の喚起、学力向上に繋がっていくことを期待しています。 

 

３学期表彰者 

     

 今学期もたくさんの生徒の活躍がありました。部活動等で表彰を受けた生徒の一覧（県大会以上のもの）で

す。来年度もさまざまな方面での生徒の活躍を願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関東 第17回埼玉バトントワーリングコンテスト 選手権ソロストラットシニアⅠ部門 第2位 5428 安野　友惟

関東 第17回埼玉バトントワーリングコンテスト 選手権ソロトワール女子シニアⅠ部門 第4位 5428 安野　友惟

関東 第37回関東地区高等学校囲碁選手権大会 女子個人戦（九路盤） 第3位 5204 大隅　まき

関東 第47回全日本バトントワーリング選手権　関東支部大会 ソロストラットシニアⅠ 第6位（全国大会出場） 5428 安野　友惟

関東 ローランド・ピアノ・ミュージックフェスティバル2021　関東信越本選 中高生部門B 優秀賞 5215 小柳　媛渚

県 群馬県映画感想文コンクール2021 中学校の部 最優秀賞 1231 宮川　里彩

県 群馬県スポーツ協会 エアロビック競技 ジュニアスポーツ奨励賞 1412 清村　萌々香

県 群馬県スポーツ協会 エアロビック競技 ジュニアスポーツ奨励賞 3410 清村　菜々美

県 群馬県スポーツ協会 エアロビック競技 ジュニアスポーツ奨励賞 3411 白石　実生

県 群馬県よい歯と口の学級コンクール 2年4組

県 上毛ジュニア文芸　ジュニア俳句　　 2021年優秀俳句作者 表彰 2206 遠藤　きいな

県 全国高等学校総合文化祭群馬県代表者選抜会 最優秀賞 5205 勝見　桃子

県 全国高等学校総合文化祭群馬県代表者選抜会 優秀賞 5109 鹿子島　偲

県 全国高等学校総合文化祭群馬県代表者選抜会 優秀賞 5121 長島　愛花

県 第27回西関東アンサンブルコンテスト 銅賞 5209 川島　盟未

県 第27回西関東アンサンブルコンテスト 銅賞 5315 猿谷　友梨

県 第27回西関東アンサンブルコンテスト 銅賞 5401 浅野　美空

県 第27回西関東アンサンブルコンテスト 銅賞 4131 横川　暖香

県 第27回西関東アンサンブルコンテスト 銅賞 4325 福田　美紘

県 第27回西関東アンサンブルコンテスト 銅賞 4330 矢島　実乃里

県 第27回西関東アンサンブルコンテスト 銅賞 4418 小島　由衣

県 第27回西関東アンサンブルコンテスト 銅賞 4429 布野　ひでみ

県 第32回日本数学オリンピック予選　北関東地区 9位（全国出場） 5110 柏井　史哉

県 第32回日本数学オリンピック予選　北関東地区 508位 4319 髙橋　悠太

県 第45回群馬県アンサンブルコンテスト　高校生の部 金管八重奏 金賞 5209 川島　盟未

県 第45回群馬県アンサンブルコンテスト　高校生の部 金管八重奏 金賞 5315 猿谷　友梨

県 第45回群馬県アンサンブルコンテスト　高校生の部 金管八重奏 金賞 5401 浅野　美空

県 第45回群馬県アンサンブルコンテスト　高校生の部 金管八重奏 金賞 4131 横川　暖香

県 第45回群馬県アンサンブルコンテスト　高校生の部 金管八重奏 金賞 4325 福田　美紘

県 第45回群馬県アンサンブルコンテスト　高校生の部 金管八重奏 金賞 4330 矢島　実乃里

県 第45回群馬県アンサンブルコンテスト　高校生の部 金管八重奏 金賞 4418 小島　由衣

県 第45回群馬県アンサンブルコンテスト　高校生の部 金管八重奏 金賞 4429 布野　ひでみ

県 第58回群馬県高等学校作文コンクール 課題作文の部　水 奨励賞 5205 勝見　桃子

県 第58回群馬県高等学校作文コンクール 課題作文の部　涙 奨励賞 5419 角田　千佳

県 第58回群馬県高等学校作文コンクール 課題作文の部　水 佳作 5215 小柳　媛渚

県 第58回群馬県高等学校作文コンクール 自由作文の部 奨励賞 5109 鹿子島　偲

県 第67回青少年読書感想文群馬県コンクール 自由読書の部 佳作 5110 柏井　史哉

県 第67回青少年読書感想文群馬県コンクール 自由読書の部 佳作 4105 大塚　弓寧

県 第67回青少年読書感想文群馬県コンクール 自由読書の部 佳作 4203 飯島　珠咲

県 第72回群馬県書道展覧会 第1部 入選 5109 鹿子島　偲

県 第72回群馬県書道展覧会 第1部 入選 5121 長島　愛花

県 第72回群馬県書道展覧会 第1部 入選 5205 勝見　桃子

県 第72回群馬県書道展覧会 第1部 入選 5417 園原　美咲

県 第72回群馬県書道展覧会 第1部 入選 5429 山崎　誠介

県 東国文化自由研究 優秀賞 1114 齋藤　加奈

県 東国文化自由研究 奨励賞 1112 岸　悠人

県 東国文化自由研究 奨励賞 1119 神保　凛太朗

県 東国文化自由研究 奨励賞 1203 市川　湧貴

県 東国文化自由研究 奨励賞 1210 小泉　優希

県 東国文化自由研究 奨励賞 1214 須藤　匠

県 東国文化自由研究 奨励賞 1306 大賀　すみれ

県 東国文化自由研究 奨励賞 1317 佐々木　結衣

県 東国文化自由研究 奨励賞 1319 清村　美咲希

県 東国文化自由研究 奨励賞 1323 野口　智生

県 東国文化自由研究 奨励賞 1401 今泉　七海

県 東国文化自由研究 奨励賞 1430 森村　悠里

県 東国文化自由研究 特別賞 1231 宮川　里彩

 


