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校訓 「正しく、明るく、和やかに」
１ 生徒の活躍 各種発表大会・競技大会・資格取得で表彰、合格証書を受けた生徒たち
～１１月１１日
①ＦＦＪ検定 特級 ３Ａ１ 齋藤美月
②平成２７年度群馬県高等学校陸上競技強化大会
男子２・３年の部やり投げ ６位
ＤＩＰＬＯＭＡ
２Ａ１ 高山伸哉

③平成２７年度学校クラブ活動に対する助成事業
助成金 金２０万円食品文化部
２Ａ１生方翔也 茂野沙耶 都丸智花
④第２１回群馬県高等学校総合文化祭
テーマ公募 優秀賞 ２Ｔ２ 宇敷将幸

⑤第１４回群馬県高等学校弁論大会
奨励賞 ２Ａ２ 峰岸凪沙
⑥第６３回群馬県理科研究発表会
優秀
２Ａ２ 牧 雷
⑦第２１回群馬県高等学校総合文化祭高校芸術祭書道展
奨励賞 ３Ａ１ 荻野美優華

⑧第５３回群馬県高等学校
ウェイトリフティング選手権大会
学校対抗 １位 ３Ｔ２ 高橋啓佑 ３Ｔ１ 大竹盛太
５３ｋｇ級 １位 １Ｔ１ 大場佳明
５６ｋｇ級 １位 ２Ｔ１ 金井一生
６２ｋｇ級 ３位 １Ｔ１ 金子義和
６９ｋｇ級 ２位 ２Ａ２ 富岡伶斗
７７ｋｇ級 ２位 １Ｔ１ 関 尚希

８５ｋｇ級 １位 ２Ｔ２
８５ｋｇ級 ３位 １Ｔ１
１０５ｋｇ級１位 ３Ｔ１
＋１０５ｋｇ級１位３Ｔ２
＋１０５ｋｇ級２位１Ｔ１
６３ｋｇ級 １位 ３Ａ２
＋７５ｋｇ級１位 ３Ａ２

市川聖也
澤浦智之進
大竹盛太
高橋啓佑
原 紘大
吉野真莉
西山みゆき

～１２月９日
⑨農業鑑定コンテスト 優秀
３Ａ２ 宮内祐亮
２Ａ１ 竹野彩香
２Ａ１ 安原明穂
１Ａ１ 竹部桃佳
⑩三級技能検定
機械加工（普通旋盤作業）合格
３Ｔ１ 井上興平 加藤慎吾
３Ｔ２ 細矢竜聖 中島幸則
機械加工（マシニングセンタ作業）合格
２Ｔ１ 林玲七 原澤正樹 林 敏輝 髙橋弘季
２Ｔ２ 林和寛 水野徳洋 宇敷将幸 ３Ｔ１富沢聖人
⑩

建築大工（大工工事作業）
合格
３Ｔ１ 武井勇気
酒井紀弥
３Ｔ２ 島田千春
大井一輝
野口 崚

⑩

⑪二級技能検定
機械加工（普通旋盤作業）合格３Ｔ１ 尾身隼也
⑫平成２７年度若年技能者技能競技大会（旋盤職種）
群馬県職業能力開発協会長賞
⑪ ⑫
高校生の部第２位
２Ｔ２ 林 和寛
群馬県技能士会連合会長賞
高校生の部第３位
２Ｔ１ 原澤正樹
⑬第６６回日本学校農業クラブ連盟全国大会群馬大会
農業鑑定競技 区分生活科学
⑬
優秀賞 ２Ａ１ 安原明穂
区分林業
優秀賞 ２Ａ１ 深代知香
⑭第７回日本工業大学
３Ｄ－ＣＡＤプロダクトデザインコンテスト
優 秀 賞
３Ｔ１ 金子干成 ⑭
エコロジー賞 ３Ｔ１ 関 政弘
⑮群馬県環境賞
⑮
環境功績賞
３Ａ２ 井上裕貴
⑯
⑯2015 明石杯高校生英語コンテスト
スピーチⅠの部
第５位 ３Ａ２ 宮内祐亮
レシテーションの部
第４位 ２Ｔ２ 吉野恭平
⑰
⑰税に関する高校生作文コンクール
沼田税務署長賞
１Ｔ１ 髙橋 魁
⑱第６３回群馬県高等学校新人柔道大会Ⅰ
男子団体試合Ｂブロック
⑱
第３位 ２Ｔ２ 中山桂汰
２Ｔ１ 深代秀和
１Ｔ１ 山田星哉１Ａ２ 児玉達明
⑲２０１５全国農業高校収穫祭
特別賞 毎日新聞社賞
２Ａ１ 田村伊織
２Ａ２ 佐藤妃和
髙橋明日香 鶴岡祥子
⑲
⑳レディースカップ第７回全日本女子選抜
⑳
ウェイトリフティング選手権大会
高校の部＋７５Ｋｇ級
２位 ３Ａ２ 西山みゆき
㉑第２２回群馬県産業教育フェア
スローガンの部
㉑
㉒
佳作２Ｔ２ 木村仁哉
㉒第１５回東日本高校
弓道大会県予選会
男子個人３位 ２Ｔ１ 青柳雅人
㉓第１１回全国高校生・高等専修学校生
㉓
『私のしごと』
作文コンクール
ｊｏｂ大賞 ３Ａ２ 大津泰智

㉔第１７回米・食味分析鑑定
コンクール国際大会
全国農業高校お米甲子園部門
特別優秀賞
３Ａ１ 柿崎千尋 関 柚奈
永井静華 萩原あすか
㉕
㉕第１９回ボランティア・スピリット賞
コミュニティ賞
３Ａ２ 宇津野彩夏 宮内里沙
㉖５７回利根沼田青少年柔剣道大会
柔道の部 個人戦高校生の部
㉖
３位 １Ａ２ 児玉達明 ㉗
㉗第５６回利根沼田
ロードレース大会
一般女子の部
６位 ２Ａ１ 小林菜々
㉘
㉘平成２７年度群馬県技能競技大会
三級機械検査１位 金賞
２Ｔ２ 林 和寛 宇敷将幸
㉙平成２７年度群馬県技能競技大会
三級マシニングセンタ
㉙
１位 金賞 ２Ｔ１ 原澤正樹
㉚平成２７年度
「少年の日」「家庭の日」
普及啓発作品コンクール
㉚
標語の部最優秀賞 １Ｔ２太田大貴
㉛もりの館イベント企画
「サラダパークぬまた」
活性化岡谷政一裏千家お茶会
２回参加 茶道部
㉛
感謝状 ３Ａ２ 田中智佳
サラダパークぬまた
フェスティバルｉｎ気仙沼参加
感謝状 ３Ａ１ 五十嵐航
㉜第１回ソバ料理創作レシピコンテスト
最優秀賞 県知事賞
㉜
２Ａ１ 和南城ほのか
入賞 ２Ａ１ 田村伊織
㉝第１６回
県きのこ料理コンクール
優秀賞県森林組合連合会長賞 ㉝
２Ａ２ 牧
雷
優秀賞県特用林産振興会長賞
３Ａ２ 金子奈々
㉞第４２回群馬県高等学校
ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ新人大会
53 ㎏級第１位 1Ｔ1 大場佳明
56 ㎏級第１位 2Ｔ1 金井一生
62 ㎏級第 1 位 1Ｔ1 金子義和
69 ㎏級第 2 位 2Ａ2 富岡伶斗
77 ㎏級第１位 1Ｔ1 関 尚希
85 ㎏級第１位 2Ｔ2 市川聖也
第 2 位 1Ｔ1 澤浦智之進
＋105 ㎏級第 2 位 1Ｔ1 石井亨承

㉔

㉞

