
# 区分 理由 クラス 姓 名 登壇

1 伝達表彰 第67回島根県高等学校新人陸上競技大会男子3000mSC 第2位 ２ー３ 大庭 一心 おおば いっしん

2 伝達表彰 第67回島根県高等学校新人陸上競技大会女子800m 第３位 １−４ 村上 倫 むらかみ りん ●

3 伝達表彰 第67回島根県高等学校新人陸上競技大会女子1500m 第３位 １−４ 村上 倫 むらかみ りん

4 伝達表彰 第67回島根県高等学校新人陸上競技大会女子3000m 第３位 １−４ 村上 倫 むらかみ りん

5 伝達表彰 令和3年度島根県高等学校秋季野球大会　第3位 ２−１ 元川 新大 もとかわ あらた ●

6 伝達表彰 第30回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会男子3000mSC 第8位 ２−３ 大庭 一心 おおば いっしん ●

7 伝達表彰 第30回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会女子1500m 第8位 １−４ 村上 倫 むらかみ りん

8 伝達表彰 第93回西中国陸上競技大会男子　5000m 第1位 ２−３ 大庭 一心 おおば いっしん

9 伝達表彰 第93回西中国陸上競技大会女子　やり投 第1位 １−５ 齋藤 桃 さいとう もも ●

10 伝達表彰 女子第36回島根県高等学校駅伝競走大会　第4区　区間賞 １−４ 石田 萌笑 いしだ もえ ●

11 伝達表彰 女子第36回島根県高等学校駅伝競走大会　第4区　第1位 １−４ 石田 萌笑 いしだ もえ

12 伝達表彰 女子第36回島根県高等学校駅伝競走大会　第2位

13 伝達表彰 第100回全国高校サッカー選手権大会島根県大会兼島根県高等学校サッカー選手権大会　第3位 ２ー３ 豊田 航磨 とよた こうま ●

14 伝達表彰 令和3年度島根県高等学校サッカー選手権大会　優秀賞 ３−２ 長尾 颯太 ながお そうた ●

15 伝達表彰 税に関する高校生の作文　優秀 ２−４ 土井 茉奈美 どい まなみ ●

16 伝達表彰 女子第35回中国高等学校駅伝徒競走　第6位 ３−３ 戸津川 有愛 とつかわ あるあ ●
17 伝達表彰 第53回　島根県高等学校新人柔道大会　男子団体戦　第3位 ２−２ 寺澤 龍基 てらさわ りゅうき ●
18 伝達表彰 第53回　島根県高等学校新人柔道大会　男子個人　66kg級　第3位 ２−２ 寺澤 龍基 てらさわ りゅうき
19 伝達表彰 第53回　島根県高等学校新人柔道大会　男子個人　73kg級　第2位 １−４ 三谷 竹流 みたに たける
20 伝達表彰 第53回　島根県高等学校新人柔道大会　女子個人　第2位 １ー４ 新沖 彩香 しんおき あやか
21 伝達表彰 第53回　島根県高等学校新人柔道大会　男子個人　100kg級　第3位 １−３ 田邊 煌成 たなべ こうせい
22 伝達表彰 令和3年度　校内弁論大会　最優秀賞 ３−１ 堀井 幹太 ほりい かんた ●
23 伝達表彰 令和3年度　校内弁論大会　優秀賞　 １−３ 代田 唯夕香 だいだ ゆゆか
24 伝達表彰 令和3年度　校内弁論大会　優秀賞 ２−４ 河本 瑞菜 かわもと みずな
25 伝達表彰 令和3年度　校内弁論大会　特別賞 ３−４ 福原 美羽 ふくはら みう
26 伝達表彰 第32回伊藤園お〜いお茶新俳句大賞　佳作特別賞 ２−１ 西林 風 にしばやしふう ●
27 伝達表彰 令和3年度　校内ロードレース大会　男子1位　 ２−３ 渡邊 智也 わたなべ ともや ●
28 伝達表彰 令和3年度　校内ロードレース大会　男子2位　 ２−３ 坂田 真己翔 さかた まおと
29 伝達表彰 令和3年度　校内ロードレース大会　男子3位　 ２−４ 正原 浩貴 しょうはら こうき
30 伝達表彰 令和3年度　校内ロードレース大会　女子1位　 １−４ 石田 萌笑 いしだ もえ ●
31 伝達表彰 令和3年度　校内ロードレース大会　女子2位　 １−４ 村上 倫 むらかみ りん
32 伝達表彰 令和3年度　校内ロードレース大会　女子3位　 ２−３ 浅原 琉那 あさはら るな
33 伝達表彰 令和3年度　益田間税会　税の標語の部　佳作 １−２ 宇都宮優誠 うつのみやゆうせい
34 伝達表彰 令和3年度　益田間税会　税の標語の部　佳作 ２−１ 松岡 優 まつおか ゆう ●
35 伝達表彰 第21回郷土芸能集い　伝承芸能部門　優良賞 ３−２ 小室 光樹 こむろ こうき ●
36 伝達表彰 益田市柔道大会　男子団体戦　優勝 ３−２ 新藤 海 しんとう かい ●
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