
部活動名等 大会期日 大　会　名 表　彰　名 氏 　名

SSH国際教養 3月23日 HPDU2020　日本高校生パーラメンタリーディベート連盟杯（第9回全国大会） 個人ベストディベーター　第8位 下浦　優希

SSH国際教養 3月23日 HPDU2020　日本高校生パーラメンタリーディベート連盟杯（第9回全国大会） 個人ベストディベーター　第11位 東　航平

桑野　愛白

土屋　諒佳

加藤　優貴

濱畑　幸佑

SSH国際教養 4月19日 第1回全国高校生英語ディベート春大会（フラワーカップ） 個人最優秀ディベーター 土屋　諒佳

SSH国際教養 5月31日 第1回日韓ディベートチャンピオンシップ 個人ベストディベーター　第４位 土屋　諒佳

SSH国際教養 6月14日 高校生英語ディベートスプリンターカップ 第5位　藤島高校 加藤　優貴

SSH国際教養 6月14日 高校生英語ディベートスプリンターカップ 個人ベストディベーター　第２位 土屋　諒佳

SSH国際教養 6月14日 高校生英語ディベートスプリンターカップ 個人ベストディベーター　第２位 加藤　優貴

SSH国際教養 6月14日 高校生英語ディベートスプリンターカップ 個人ベストディベーター　第２位 清水　麗

濱畑　幸佑

土屋　諒佳

加藤　優貴

舟木　碧

川﨑　寧々

中野　皓太

SSH国際教養 8月8日9日 PDA全国高校即興型英語ディベート大会２０２０ 個人の部ベストディベーター賞 中野　皓太

SSH国際教養 8月8日9日 PDA全国高校即興型英語ディベート大会２０２０ 個人の部ベストディベーター賞 土屋　諒佳

SSH国際教養 8月8日9日 PDA全国高校即興型英語ディベート大会２０２０ 個人の部POI賞 中野　皓太

揚原　優花

清水　瑠愛

内田　絢日

髙間　胡羽

畠中　萌花

牧野　好花

小川　陽菜子

大西　未紗

女子テニス 8月10日 夏季ジュニアテニストーナメント１６才以下ダブルス 優勝 清水　瑠愛・髙間　胡羽

女子テニス 8月10日 夏季ジュニアテニストーナメント１６才以下ダブルス 第３位 畠中　萌花（ペアは他所属）

女子テニス 8月12日 夏季ジュニアテニストーナメント１６才以下シングルス 優勝 清水　瑠愛

女子テニス 8月14日15日 中牟田杯全国選抜ジュニアテニス選手権大会１５才以下シングルス 優勝 清水　瑠愛

女子テニス 8月14日15日 中牟田杯全国選抜ジュニアテニス選手権大会１５才以下シングルス 第３位 髙間　胡羽

女子テニス 8月14日15日 中牟田杯全国選抜ジュニアテニス選手権大会１５才以下ダブルス 優勝 清水　瑠愛・髙間　胡羽

女子テニス 8月14日15日 中牟田杯全国選抜ジュニアテニス選手権大会１５才以下ダブルス 準優勝 畠中　萌花（ペアは他所属）

放送 8月12日 アナウンス朗読講習会 アナウンス部門　優秀賞 青木　唯菜

SSH国際教養

R２年度　受 賞 者 一覧

初心者の部　団体準優勝　藤島高校PDA全国高校即興型英語ディベート大会２０２０8月8日9日SSH国際教養

一般の部　団体準優勝　藤島高校PDA全国高校即興型英語ディベート大会２０２０8月8日9日SSH国際教養

優勝　藤島高校第1回全国高校生英語ディベート春大会（フラワーカップ）4月19日

女子テニス 8月8日 県民スポーツ祭 団体第２位



部活動名等 大会期日 大　会　名 表　彰　名 氏 　名

小原　優輝

清水　慧介

長谷川　遙人

山本　いおり

陸上 8月1日 第14回県民スポーツ祭 男子3000mSC2位 金吉　一穂

陸上 8月2日 第14回県民スポーツ祭 男子800M2位 岡部　恵大

陸上 8月2日 第14回県民スポーツ祭 男子走幅跳2位 矢口　賢

南東　岳

山形　一誠

金吉　一穂

岡部　恵大

水泳 8月1日 令和２年度福井県高等学校夏季特別大会 男子100m 背泳ぎ2位 松山　昂史

水泳 8月1日 令和２年度福井県高等学校夏季特別大会 男子200m 背泳ぎ1位 松山　昂史

水泳 8月1日 令和２年度福井県高等学校夏季特別大会 男子400m 自由形2位 室　颯真

北川　侑樹

塩崎　聡大

加藤　優貴

桑野　愛白

濱畑　幸佑

土屋　諒佳

永宮　正陽

山本　真大

平澤　慶太

舟木　碧

清水　麗

中野　皓太

津田　咲羽

上中　萌愛

SSH国際教養 9月21日 第２回高校生英語ディベート大会北陸ブロック大会(Make Friends Cup) 個人最優秀ディベーター賞 土屋　諒佳

SSH国際教養 9月21日 第２回高校生英語ディベート大会北陸ブロック大会(Make Friends Cup) 個人優秀ディベーター賞（第２位） 上中　萌愛

国語科 9月9日 福井県高等学校創作コンクール 小説の部　優秀賞 伊藤　琴乃

国語科 9月9日 福井県高等学校創作コンクール 詩の部　最優秀賞 石村　日彩

国語科 9月9日 福井県高等学校創作コンクール 詩の部　優秀賞 三隅　咲希

国語科 9月9日 福井県高等学校創作コンクール 俳句の部　優秀賞 清水　慧介

国語科 9月9日 福井県高等学校創作コンクール 課題作文の部　優秀賞 大土呂　碧

女子テニス 9月18日 新人テニス大会 団体２位 内田　絢日

女子テニス 9月19日 新人テニス大会 個人ダブルス２位 清水　瑠愛・揚原　

女子テニス 9月20日 新人テニス大会 個人シングルス３位 清水　瑠愛

陸上 8月2日 第14回県民スポーツ祭 男子4×400mR4位

放送 8月12日 番組制作技術講習会 ビデオメッセージ部門　優秀賞

男子テニス 8月10日 夏季ジュニアテニストーナメント１６才以下ダブルス 第2位

SSH国際教養 9月21日 第２回高校生英語ディベート大会北陸ブロック大会(Make Friends Cup) 団体優勝　藤島A

SSH国際教養 9月21日 第２回高校生英語ディベート大会北陸ブロック大会(Make Friends Cup) 団体３位　藤島C

SSH国際教養 9月21日 第２回高校生英語ディベート大会北陸ブロック大会(Make Friends Cup) 団体５位　藤島B



部活動名等 大会期日 大　会　名 表　彰　名 氏 　名

水泳 9月12日 福井県高等学校新人水泳競技会 男子50m背泳ぎ１位 松山　昂史

水泳 9月13日 福井県高等学校新人水泳競技会 男子100m 背泳ぎ２位 松山　昂史

水泳 9月14日 福井県高等学校新人水泳競技会 男子100mバタフライ３位 吉田　京祐

水泳 9月15日 福井県高等学校新人水泳競技会 男子400m 自由形３位 室　颯真

弓道 9月12日 福井県秋季弓道選手権大会 女子個人１位 小林　里菜

弓道 9月12日 福井県秋季弓道選手権大会 女子団体２位 小林　里菜

写真部 9月25日 福井県高等学校総合文化祭写真部門 写真部門　奨励賞 渡辺　舞子

演劇部 9月19日 第74回福井県高等学校演劇祭 銀賞 石神　みる

演劇部 9月19日 第74回福井県高等学校演劇祭 舞台美術賞 石神　みる

男子バスケットボール 8月10日 県民スポーツ祭 ４位 菅原　創太

女子バスケットボール 8月10日 県民スポーツ祭 ４位 森下　加菜

女子テニス 9月26日 ＪＯＣ全日本ジュニア選抜室内選手権福井県大会 第3位 清水　瑠愛

囲碁 10月18日 福井県高等学校秋季囲碁大会 個人戦Ａ級　１位 上埜　心寛

国語科 10月13日 第26回ふくいジュニア文学賞 小説の部　優秀賞 竹生　晴彦

国語科 10月13日 第26回ふくいジュニア文学賞 小説の部　佳作 藪野　幸生

国語科 10月13日 第26回ふくいジュニア文学賞 短歌の部　優秀賞 永井　美桜

国語科 10月13日 第26回ふくいジュニア文学賞 エッセーの部　優秀賞 藪野　幸生

国語科 10月15日 第40回全国高校生読書体験記コンクール 入選 宮西　陽菜

国語科 10月15日 第40回全国高校生読書体験記コンクール 入選 宇佐美　涼奈

土肥　加奈子

若林　崚

山内　寛大

石塚　耀人

宮前　明生

国語科 10月31日 第18回福井文学賞 奨励賞 古瀬　紗佳

将棋部 11月7日 第29回全国高等学校文化連盟将棋新人大会福井県大会 Ａ級　優勝 小林　由吾

将棋部 11月7日 第29回全国高等学校文化連盟将棋新人大会福井県大会 Ａ級　準優勝 西田　圭佑

将棋部 11月7日 第29回全国高等学校文化連盟将棋新人大会福井県大会 Ａ級　３位 岩井　晴輝

将棋部 11月7日 第29回全国高等学校文化連盟将棋新人大会福井県大会 C級　３位 中山　達喜

佐藤　愛実

中橋　陽

辻　　葵衣

西尾　美月

戸田　桃那

酒井　彩名

箏曲部 11月12日 第31回福井県高等学校相互文化祭　音楽フェスティバル日本音楽部門 銀賞 辰村　天音

国語科 10月30日 第66回青少年読書感想文全国コンクール福井県審査　 優良賞 白﨑　芽衣

国語科 10月30日 第66回青少年読書感想文全国コンクール福井県審査　 優良賞 三隅　咲希

国語科 10月30日 第66回青少年読書感想文全国コンクール福井県審査　 優良賞 藪野　幸生

SSH生物 10月28日 第68回福井県高等学校理科クラブ研究発表会 優秀賞

団体戦　３位福井県高体連新人大会ソフトテニス競技会11月8日女子ソフトテニス部



部活動名等 大会期日 大　会　名 表　彰　名 氏 　名

宮永　歩

小林　知生

尾島　俊太

桒島　和帆

柔道部 11月16日 福井県高等学校新人大会柔道大会 男子73kg級　第3位 宮永　歩

女子テニス部 11月7日8日 2021MUFGジュニアテニス選手権大会 優勝 清水　瑠愛

女子テニス部 11月7日8日 2021MUFGジュニアテニス選手権大会 第2位 髙間　胡羽

放送 11月7日 福井県高校放送コンテスト新人大会 アナウンス部門　最優秀賞 青木　唯菜

小原　優輝

清水　慧介

青木　唯菜

山本　いおり

長谷川　遙人

矢崎　万尋

加藤　三咲

西田　茜

小原　優輝

加藤　優貴

桑野　愛白

濱畑　幸佑

土屋　諒佳

永宮　正陽

山本　真大

平澤　慶太

舟木　碧

清水　麗

中野　皓太

津田　咲羽

上中　萌愛

SSH国際教養 11月3日 第１３回福井県高校生英語ディベート大会 個人最優秀ディベーター 上中　萌愛

SSH国際教養 11月3日 第１３回福井県高校生英語ディベート大会 個人優秀ディベーター 加藤　優貴

SSH国際教養 11月3日 第１３回福井県高校生英語ディベート大会 個人優秀ディベーター 土屋　諒佳

SSH国際教養 11月3日 第１３回福井県高校生英語ディベート大会 個人優秀ディベーター 平澤　慶太

SSH国際教養 11月3日 第１３回福井県高校生英語ディベート大会 個人優秀ディベーター 舟木　碧

桑野　愛白

中塚　衿彩

上中　萌愛

高校生部門　優秀賞第４０回「地方の時代」映像祭11月14日放送

団体優勝　藤島B第４回福井県高校生即興英語ディベート大会11月15日SSH国際教養

団体準優勝　藤島B第１３回福井県高校生英語ディベート大会11月3日SSH国際教養

SSH国際教養 11月3日 第１３回福井県高校生英語ディベート大会 団体４位　藤島C

柔道部 11月16日 福井県高等学校新人大会柔道大会 男子団体戦　第3位

SSH国際教養 11月3日 第１３回福井県高校生英語ディベート大会 団体優勝　藤島A

ビデオメッセージ部門　最優秀賞福井県高校放送コンテスト新人大会11月7日放送

放送 11月7日 福井県高校放送コンテスト新人大会 オーディオピクチャー部門　最優秀賞
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平澤　慶太

永宮　正陽

中野　皓太

加藤　優貴

濱畑　幸佑

土屋　諒佳

髙柴　陽菜

川﨑　寧々

清水　麗

SSH国際教養 11月15日 第４回福井県高校生即興英語ディベート大会 個人最優秀ディベーター 上中　萌愛

SSH国際教養 11月15日 第４回福井県高校生即興英語ディベート大会 個人優秀ディベーター 平澤　慶太

SSH国際教養 11月15日 第４回福井県高校生即興英語ディベート大会 個人優秀ディベーター 川﨑　寧々

SSH国際教養 11月15日 第４回福井県高校生即興英語ディベート大会 個人優秀ディベーター 加藤　優貴

SSH国際教養 11月15日 第４回福井県高校生即興英語ディベート大会 個人優秀ディベーター 中塚　衿彩

小原　優輝

清水　慧介

長谷川　遙人

山本　いおり

木暮　龍樹

福元　麟太郞

平沼　真依

小林　里菜

永井　美桜

齋木　祐奈

佐藤　愛実

中橋　陽

辻　　葵衣

西尾　美月

戸田　桃那

酒井　彩名

新聞部 12月7日 第55回福井県高等学校新聞コンクール 特別賞（４位） 清水　慧介

演劇部 11月14日 令和２年度　秋季演劇研修会 優秀賞 石神　みる

柔道部 11月17日 令和３年度柔道選手権大会 73kg級3位 宮永　歩

柔道部 11月17日 令和３年度柔道選手権大会 81kg級３位 桒島　和帆

美術部 1月21日 第32回読書感想画福井県審査 優良賞 朝倉　理名

団体3位福井県高等学校選抜ソフトテニス大会12月26日女子ソフトテニス部

優秀賞第４０回近畿高等学校総合文化祭奈良大会放送部門12月12日放送

公民科 12月13日 第15回全国高校生金融経済クイズ選手権『エコノミクス甲子園』 準優勝

女子団体3位新人大会弓道競技11月8日弓道部

SSH国際教養 11月15日 第４回福井県高校生即興英語ディベート大会 団体3位　藤島I

SSH国際教養 11月15日 第４回福井県高校生即興英語ディベート大会 団体準優勝　藤島D

団体3位　藤島A第４回福井県高校生即興英語ディベート大会11月15日SSH国際教養



部活動名等 大会期日 大　会　名 表　彰　名 氏 　名

放送 2月13日14日 第１７回北信越高等学校選抜放送大会富山大会 アナウンス部門優秀賞 青木　唯菜

小原　優輝

清水　慧介

青木　唯菜

山本　いおり

長谷川　遙人

矢崎　万尋

合唱 1月31日 第34回福井県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 金賞・FBC賞 辻北　沙弥

国語科 2月24日 第24回風花随筆文学賞 優秀賞福井仁愛学園賞 宮脇　虎太郎

国語科 2月24日 第24回風花随筆文学賞 優秀賞実行委員会賞 小原　優輝

美術科 2月20日 第４３回県版画コンクール 銀賞 三田村　裕次郎

書道科 2月13日 第85回県かきぞめ競書大会 推薦・知事賞

SSH生物 2月11日 第12回南部陽一郎記念ふくいサイエンス賞 奨励賞 土肥　加奈子

弓道部 2月6日 冬季弓道錬成大会 女子団体3位

書道部 2月10日 高文連表彰 奨励賞 川﨑　麻衣

男子バドミントン部 11月7日 高校新人大会 男子団体３位 岩村　　魁

女子バスケ 11月22日 高校新人大会 ベスト４

女子バスケ 1月30日 北信越新人県２次予選 ベスト４

オーディオピクチャー部門優良校第１７回北信越高等学校選抜放送大会富山大会2月13日14日放送

ビデオメッセージ部門優良校第１７回北信越高等学校選抜放送大会富山大会2月13日14日放送


