
演劇部門

賞 都道府県

最優秀賞・文部科学大臣賞 神奈川県

鹿児島県

北海道県

福島県

栃木県

大阪府

島根県

佐賀県

埼玉県

岐阜県

東京都

香川県

日本音楽部門

賞 都道府県

文部科学大臣賞 埼玉県

大阪府

和歌山県

東京都

静岡県

愛知県

長野県

埼玉県

郷土芸能部門

■和太鼓部門
賞 都道府県

最優秀賞・文部科学大臣賞 東京都

優秀賞・文化庁長官賞 熊本県

愛知県

愛知県

■伝承芸能部門
賞 都道府県

大分県

沖縄県

新潟県

岩手県

書道部門

賞 都道府県 名　前 学年

文部科学大臣賞・奨励賞 岡山県 衛藤　仁胡 明誠学院高等学校 3 和泉式部の歌より

北海道 大塚　理央奈 北海道帯広三条高等学校 3 いちめんの霜の花

埼玉県 髙橋　　海 埼玉県立大宮光陵高等学校 3 臨　本阿弥切

埼玉県 後藤　夢介 埼玉県立大宮光陵高等学校 3 臨　徐三庚　出師表

奈良県 秦　なごみ 奈良県立桜井高等学校 3 臨　曼殊院本古今集

福岡県 野田　麻華 福岡県立青豊高等学校 3 創る

富山県 伊林　流菜 富山県立呉羽高等学校 3 奮励の勝利

静岡県 千葉　美由紀 浜松学芸高等学校 3 臨　楊峴　臨古四種巻

沖縄県 奥山　優渚 沖縄県立那覇高等学校 3 臨　黄庭堅

山形県 石垣　莉子 山形県立酒田光陵高等学校 3 臨　西行「中務集」

福島県 佐藤　麻衣 福島県立会津学鳳高等学校 3 臨　孫秋生造像記

東京都 金子　楓佳 大東文化大学第一高等学校 3 模刻　趙之謙印

山梨県 熊本　美紅 山梨県立甲府第一高等学校 3 臨　鄧石如｢世慮全消隷書屏｣

京都府 横谷　有紀 京都府立宮津高等学校 3 見わたせば

愛媛県 鈴木　日菜 愛媛県立三島高等学校 3 臨　中務集

北海道 古川　美月 市立函館高等学校 3 春の五稜郭

広島県 三熊　佑依 広島市立基町高等学校 3 臨　石山切伊勢集

愛媛県 山下　加乃 愛媛県立伊予高等学校 3 臨　楷書東方朔画賛四屏

熊本県 那須　知夏 熊本県立御船高等学校 3 杜審言詩「蓬萊三殿侍宴奉勅詠終南山」

大分県 白井　結衣 大分県立杵築高等学校 3 朧月

優秀賞・文化庁長官賞

鹿児島県立屋久島高等学校 「ジョン・デンバーへの手紙」

帯広北高等学校 「放課後談話」

ふたば未来学園高等学校 「Ｉｎｄｒａｈ～カズコになろうよ～」

香川県立丸亀高等学校 「馬鹿も休み休みYEAH!!」

学　校　名　（出　演　順） 作　品　名

星野高等学校 風景

文化庁長官賞

関西創価高等学校 三つのフェスタルバラード

和歌山県立橋本高等学校 絃歌

創価高等学校 大河

第43回全国高等学校総合文化祭（2019 さが総文）　表彰一覧

学　校　名　（出　演　順） 作　品　名

逗子開成高等学校 「ケチャップ・オブ・ザ・デッド」

「Ernest!?」

岐阜県立長良高等学校 「My　Name！　～The　Importance　of　Being　Earnest～」

日本大学鶴ヶ丘高等学校 「屋上の話」

優良賞

栃木県立小山城南高等学校 「無空の望」

大谷高等学校 「ふじんど」

島根県立横田高等学校 「雨はワタシの背中を押す」

佐賀県立佐賀東高等学校 「君がはじめて泣いた日も、世界は普通の顔をした。」

埼玉県立新座柳瀬高等学校

優良賞

静岡県立三島北高等学校 ODYSSEY

愛知県立東海南高等学校 ODYSSEY

長野県飯田高等学校 絃歌

埼玉県立松山女子高等学校 三つのフェスタルバラード

優良賞
日本福祉大学付属高等学校 絆～和太鼓組曲「海嶺」より～

愛知県立松蔭高等学校 神楽太鼓組曲「祈り」

学　校　名 作　品　名

学　校　名 作　品　名

東京都立南多摩中等教育学校 八多化の響き

熊本市立必由館高等学校 肥後の鼓舞

優秀賞・文化庁長官賞
大分県立由布高等学校 庄内神楽「天孫降臨」

沖縄県立八重山農林高等学校 瑞穂の恵み～豊年祭より

優良賞
新潟県立羽茂高等学校 佐渡民謡～芸能と文化の島より～

岩手県立北上翔南高等学校 鬼剣舞

菅公賞・特別賞

学　校　名 題　　名

文化庁長官賞・奨励賞

読売新聞社賞・奨励賞

朝日新聞社賞・奨励賞

奨励賞

※第65回全国高等学校演劇大会の最優秀賞・優秀賞・優良賞受賞校は、上記の最優秀賞・優秀賞・優良賞の受賞校と重複する。
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北海道 藤本　　蓮 北海道静内高等学校 3 馬蹄の響き

岩手県 奥　　塔子 岩手県立福岡高等学校 3 臨　楊峴書

山形県 三浦　花凜 山形県立酒田西高等学校 3 臨　中務集

福島県 宍戸　聖奈 福島県立福島西高等学校 3 臨　道因法師碑

福島県 佐藤　朱音 福島県立白河高等学校 3 臨　牛橛造像記

茨城県 水澤　一暢 水戸葵陵高等学校 3 臨　楊峴「臨陳文範碑」

栃木県 塚田　歩佳 栃木県立宇都宮女子高等学校 3 臨　趙之謙篆書説文解字後叙

埼玉県 蓮見　　萌 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 3 臨　鄭文公下碑

埼玉県 大竹　咲楽 埼玉県立滑川総合高等学校 3 万葉のうた

埼玉県 植松　茅尋 埼玉県立松山女子高等学校 3 臨　針切

千葉県 石橋　朋佳 千葉県立幕張総合高等学校 3 臨　中務集

東京都 岩田　彩乃 佼成学園女子高等学校 2 隷書千字文

東京都 鈴木　稔実 大東文化大学第一高等学校 3 臨　伊都内親王願文

神奈川県 船木　加奈子 神奈川県立市ケ尾高等学校 3 臨　楊峴 (臨古四種巻)

新潟県 薄葉　美月 新潟県立新津高等学校 3 臨　魏霊蔵造像記

新潟県 上村　綾美 新潟県立十日町高等学校 3 臨　開通褒斜道刻石

富山県 海老江　瑞希 富山県立呉羽高等学校 3 臨　針切

長野県 戸塚　奈々 長野県佐久平総合技術高等学校 3 臨　和泉式部続集切

岐阜県 清水　麻理奈 岐阜県立可児高等学校 3 臨　趙之謙楷書氾勝之書

静岡県 塩原　瑠捺 静岡県立沼津西高等学校 3 臨　粘葉本和漢朗詠集

愛知県 見田　真穂 愛知県立愛知商業高等学校 3 百人一首より

三重県 濵口　莉子 三重県立尾鷲高等学校 3 臨　中務集

滋賀県 澤　　万葉 滋賀県立東大津高等学校 3 九層之臺

大阪府 髙橋　ひふみ 清教学園高等学校 3 臨　中務集

兵庫県 山本　佳愛 兵庫県立豊岡高等学校 3 臨　中山王さく方壺

兵庫県 小島　優奈 兵庫県立北須磨高等学校 3 臨　小島切

兵庫県 村田　楓華 兵庫県立高砂南高等学校 3 臨　楊峴　古四種巻

和歌山県 山本　鮎美 和歌山県立紀央館高等学校 3 臨　趙之謙

岡山県 永瀬　洵子 岡山県立岡山東商業高等学校 3 臨　張猛龍碑

広島県 懸川　明香里 広島市立舟入高等学校 3 臨　傅山

広島県 大平　真帆 広島県立広島商業高等学校 3 臨　木簡

徳島県 笠井　柚季 徳島県立名西高等学校 3 臨　「魏霊蔵造像記」

香川県 坂東　真望 香川県立観音寺第一高等学校 3 臨　鄭長猷造像記

佐賀県 空閑　絢香 佐賀県立佐賀商業高等学校 3 臨　呉昌碩の書

長崎県 平井　美星 西海学園高等学校 3 僧英の詩

熊本県 坂元　春佳 熊本県立東稜高等学校 3 鄧汝楫詩「晩行」

宮崎県 一山　藍理 宮崎県立高千穂高等学校 3 桃源漁父行　其一

宮崎県 野崎　優美 宮崎県立宮崎南高等学校 3 張元昇詩

写真部門

賞 都道府県 名　前 学年

最優秀賞・文部科学大臣賞 東京都 花田　凜 5 わしが主役じゃ

鹿児島県 帖佐　梨帆 2 花瓶に華を

岩手県 後藤　理子 3 メイクはおまかせよ

優秀賞・読売新聞社賞 新潟県 佐藤　知佳 3 ショクザイ

優秀賞・朝日新聞社賞 岡山県 藤原　詩織 2 祈り

群馬県 田部井　さくら 2 赤点回避

埼玉県 強矢　悠莉 3 魔女、旅立つ

東京都 三浦　隼士 3 口ㇵ是ㇾ禍之門

神奈川県 立野　希海 3 のらりくらりひらりひらり

大阪府 藤原　夢乃 3 大阪ラバーズ

岩手県 小出　ひより 3 博学少女

岩手県 中川　将貴 3 手をあげろ

宮城県 阿部　拳士朗 3 波の落書き

福島県 渡邉　康広 3 それっ　行け！

栃木県 松本　慧悟 3 勝負あり！

栃木県 光宗　明日伽 3 F1グランプリ

埼玉県 玉野　梨花 3 Giraffe

千葉県 渡辺　菜月 2 ソロ

石川県 坂口　歩 2 秋に舞う

京都府 荻野　有咲 3 もしもし・・・・

大阪府 駒澤　一樹 3 ぼくらのおうち

兵庫県 藤井　咲紀 3 小さな世界

島根県 藤間　未優 3 秘密の場所で

岡山県 此内　悠仁 3 喧噪

岡山県 大髙　悠暉 3 瞑想

広島県 上岡　礼奈 3 一点集中

愛媛県 加藤　優弥 3 見上げた仕事

佐賀県 村山　遼 4 笑門来福

長崎県 松崎　絢音 3 夏の音

長崎県 松尾　遥 2 受験

特別賞

学　校　名 作　品　題　名

優秀賞

群馬県立前橋工業高等学校

埼玉県立熊谷女子高等学校

東京都立八王子桑志高等学校

神奈川県立瀬谷高等学校

帝塚山学院中学校高等学校

東京都立小石川中等教育学校

最優秀賞・文化庁長官賞
鹿児島県立伊集院高等学校

岩手県立盛岡商業高等学校

新潟県立長岡農業高等学校

岡山県立岡山東商業高等学校

京都府立宮津高等学校

大阪市立工芸高等学校

兵庫県立姫路西高等学校

出雲西高等学校

岡山県立岡山一宮高等学校

岡山県立岡山工業高等学校

奨励賞

岩手県立盛岡商業高等学校

岩手県立遠野緑峰高等学校

宮城県白石工業高等学校

福島県立安積高等学校

栃木県立宇都宮高等学校

栃木県立宇都宮中央女子高等学校

埼玉県立浦和北高等学校

千葉県立小金高等学校

石川県立金沢二水高等学校

広島県立日彰館高等学校

愛媛県立今治工業高等学校

佐賀県立佐賀工業高等学校・定時制

長崎県立長崎南高等学校

長崎県立佐世保北高等学校
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放送部門

賞 都道府県

文部科学大臣賞 宮崎県

文化庁長官賞 千葉県

■アナウンス部門

賞 都道府県 名　前

栃木県 大島　爽楽

静岡県 松坂 渚

宮崎県 中倉　葉香

長崎県 山口　雄大

岩手県 松舘 七瀬

広島県 赤瀬 智咲

福島県 佐藤　一貴

千葉県 加藤　伊織

佐賀県 宮島　理沙子

沖縄県 砂川　桜渚

三重県 岡田和賀乃

埼玉県 髙井 桃子

■朗読部門

賞 都道府県 名　前

大分県 刀祢　優月

三重県 佐藤　滉哉

栃木県 小林　桃子

京都県 栗原　正大

千葉県 泉水　悠

愛媛県 武田  玲奈

長崎県 山口　晴

山口県 児玉 瑞歩

佐賀県 才川　陽妃

岩手県 釜本 慎ノ輔

徳島県 中澤　千祥

北海道 佐野　優海

■オーディオピクチャー部門

賞 都道府県

和歌山県

長野県

広島県

北海道

東京都

鹿児島県

■ビデオメッセージ部門

賞 都道府県

島根県

福井県

静岡県

長野県

青森県

富山県

北海道

埼玉県

福井県

鹿児島県

香川県

盛岡白百合学園高等学校

広島県立呉三津田高等学校

福島県立磐城高等学校

優秀賞

栃木県立宇都宮中央女子高等学校

日本大学三島高等学校

宮崎第一高等学校

長崎県立大村高等学校

千葉県立柏南高等学校

学　校　名

審査員特別賞

早稲田佐賀高等学校

沖縄県立具志川高等学校

桜丘高等学校

埼玉県立浦和第一女子高等学校

京都府立京都すばる高等学校

学　校　名

大分県立大分舞鶴高等学校

鈴鹿高等学校

栃木県立宇都宮女子高等学校

長崎県立長崎西高等学校

山口県立山口高等学校

審査員特別賞

佐賀清和高等学校

岩手県立花巻北高等学校

徳島市立高等学校

優秀賞

北海道札幌白石高等学校

千葉県立検見川高等学校

愛媛県立松山西中等教育学校

学　校　名 作　品　名

優秀賞

和歌山県立那賀高等学校 軌条-rail-

長野県岡谷南高等学校 校閲ガールズ・ステーション

広島県立呉三津田高等学校 子どもたちへ～ふうちゃんのそら〜

北海道札幌手稲高等学校 いってらっしゃい

審査員特別賞
岩倉高等学校 ９５年の備忘録

鹿児島県立甲南高等学校 窓の向かいの桜さん

二代目はつらいよ

青森県立青森高等学校 あおもり！日本一！！

富山県立富山高等学校 通底する

学　校　名 作　品　名

島根県立出雲工業高等学校 地域を結ぶ竹細工

福井県立羽水高等学校 Tap the Next

静岡大成高等学校 大空に一番近い場所

長野県松本深志高等学校

埼玉県立深谷第一高等学校 喜ばれることに喜びを。

審査員特別賞

福井県立若狭東高等学校 貫く信念  受け継ぐ心

鹿児島県立甲南高等学校 さよなら先生～お別れの１０日間～

香川県立高松商業高等学校 疾きこと風の如く-珠算電卓部-

優秀賞

北海道帯広三条高等学校 氷幻の村
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囲碁部門

■団体戦

賞 都道府県 学年

１年

３年

１年

３年

３年

１年

３年

３年

３年

２年

２年

２年

３年

２年

３年

２年

２年

２年

■男子個人戦

賞 都道府県 学年

優勝・文部科学大臣賞 愛知県 ２年

準優勝・文化庁長官賞 東京都 ２年

第３位 神奈川県 ２年

第４位 京都府 ２年

第５位 秋田県 ２年

第６位 新潟県 ３年

■女子個人戦

賞 都道府県 学年

優勝・文部科学大臣賞 京都府 ３年

準優勝・文化庁長官賞 愛知県 ２年

第３位 新潟県 １年

第４位 大阪府 １年

第５位 宮城県 ２年

第６位 広島県 １年

将棋部門

■男子団体戦

賞 都道府県 学年

3

2

1

3

2

3

2

3

1

2

1

1

3

3

3

2

3

1

1

1

2

1

2

1

※第55回全国高等学校将棋選手権大会の優勝・準優勝・3位の受賞校は、上記の優勝・準優勝・3位の受賞校と重複する。

準優勝・文化庁長官賞 埼玉県

埼玉県立浦和高等学校 佐藤　宏志

西武学園文理高等学校 森井　芳明

埼玉県立三郷工業技術高等学校 岩月　祐子

学　校　名 名　　前

優勝・文部科学大臣賞
全国高等学校ＰＴＡ連合会長賞

神奈川県

桐蔭学園高等学校 堀米　慧磨

聖光学院高等学校 李　博暉

桐蔭学園高等学校 青田　菜生

第４位 京都府

洛南高等学校 辻田　健樹

洛南高等学校 中川　万脩

京都教育大学附属高等学校 相根　健伸

第３位 福井県

福井県立藤島高等学校 永井　克海

福井県立高志高等学校 小垣内　登生

福井県立武生高等学校 脇阪　藍璃

第６位 鹿児島県

ラ・サール高等学校 青木　翔吾

ラ・サール高等学校 清水　裕矢

鹿児島情報高等学校 木原　茉優

第５位 福岡県

福岡県立修猷館高等学校 若狭　光蔵

福岡県立修猷館高等学校 山﨑　心鉄

福岡県立筑紫丘高等学校 竹川　明里

神奈川県立平塚中等教育学校 齊山　天彪

京都府立洛北高等学校 森田　拳

秋田県立秋田高等学校 山口　新之介

学　校　名 名　　前

愛知県立旭丘高等学校 北芝　礼

筑波大学附属駒場高等学校 川口　飛翔

名古屋大学教育学部附属高等学校 加藤　優希

新潟県立新潟高等学校 五十嵐　利果

Ｎ高等学校 牧野　朱莉

新潟県立新潟高等学校 五十嵐　成也

学　校　名 名　　前

京都府立洛北高等学校 岩井　温子

優勝・文部科学大臣賞 兵庫県 甲南高等学校

宮城県仙台第二高等学校 大宮　七虹

広島大学附属中・高等学校 土肥　音葉

学　校　名 名　　前

小路　優輝

畑山　敏輝

村井　響

千葉県 渋谷教育学園幕張高等学校

準優勝・文化庁長官賞 愛知県 愛知工業大学名電高等学校

東京都 麻布高等学校

埼玉県 埼玉県立浦和高等学校

福岡県 東福岡高等学校

岩手県 岩手高等学校

宮城県 宮城県仙台第一高等学校

笹原　駿佑

遠藤　覚

蜂谷　尚輝

田中　亮

三橋　賢太

岡　尚紀

橋本　力

佐々木　白馬

楠本　一斗

財津　天希

有馬　慶一郎

竹内　太一

第３位

第５位

吉田　佑吏

亀山　凌

瀬野　泰平

畠山　昂太郎

金澤　匠樹

岩原　凜汰

瀧田　大昂

宇田　紫音

清本　未知
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■女子団体戦

賞 都道府県 学年

2

3

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

3

1

3

3

2

2

2

3

2

1

2

3

※第55回全国高等学校将棋選手権大会の優勝・準優勝・3位の受賞校は、上記の優勝・準優勝・3位の受賞校と重複する。

■男子個人戦

賞 都道府県 学年

優勝・文部科学大臣賞 香川県 2

準優勝・文化庁長官賞 青森県 2

愛媛県 1

埼玉県 3

宮崎県 2

東京都 2

山口県 1

埼玉県 2

※第55回全国高等学校将棋選手権大会の優勝・準優勝・3位の受賞者は、上記の優勝・準優勝・3位の受賞者と重複する。

■女子個人戦

賞 都道府県 学年

優勝・文部科学大臣賞 東京都 3

準優勝・文化庁長官賞 埼玉県 3

静岡県 2

広島県 1

京都府 3

東京都 3

広島県 1

愛知県 2

弁論部門

賞 都道府県 学年

最優秀賞・文部科学大臣賞 新潟県 3

優秀賞・文化庁長官賞 栃木県 2

長崎県 3

沖縄県 3

愛媛県 5

山梨県 2

鹿児島県 3

北海道 3

千葉県 3

宮崎県 3

長崎県 3

富山県 3

新潟県 6

北海道 3

石川県 3

準優勝・文化庁長官賞 静岡県 静岡県立清水南高等学校

柴　玲来

河野　里紗

大洞　遥風

学　校　名 名　　前

優勝・文部科学大臣賞 岐阜県 鶯谷高等学校

山口　仁子梨

木山　愛華

土井　柚花

愛知県 南山高等学校女子部

仁瓶　明里

志田　歩未

安田　百花

熊本県 尚絅高等学校

佐藤　ひかり

福徳　みらい

藤本　芽生

沖縄県 沖縄県立那覇国際高等学校

海老澤　叶恵

砂川　星来

玻座真　奈由

神奈川県 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校

原田　知実

白井　遥

畑　恵美子

長野県 長野県伊那北高等学校

松澤　咲

松﨑　有紀

齊藤　桂

北海道 立命館慶祥高等学校

中村　綾

原　いこい

大川　すみれ

愛媛県立松山中央高等学校 種植　太一

聖望学園高等学校 松村　幸輝

攻玉社高等学校 川島　滉生

学　校　名 名　　前

香川県立高松高等学校 國井　大彰

青森県立八戸高等学校 生平　大悟

広尾学園高等学校 宮澤　紗希

細田学園高等学校 和田　はな

宮﨑県立宮崎大宮高等学校 清水　将馬

早稲田大学本庄高等学院 近藤　圭

慶進高等学校 山村　泰楊

学　校　名 名　　前 演　　題

上越高等学校 宮澤　崇紘 まちづくりの第一歩

京都府立洛北高等学校 上田　可奈子

中部大学春日丘高等学校 磯谷　祐維

ノートルダム清心高等学校 西　紫月

※第55回全国高等学校将棋選手権大会の優勝・準優勝・3位の受賞者は、上記の優勝・準優勝・3位の受賞者と重複する。

山脇学園高等学校 竹中　歩美

浅川　咲来 壊す手・守る手

宇都宮短期大学附属高等学校 阿賀　愛紗 ASANTEの両側

長崎県立長崎南高等学校 山口　文野 埋もれずに生きる

沖縄尚学高等学校 為我井　愛未 「慣れ」のこわさ

優良賞

旭川実業高等学校 工藤　美瑞姫 三十一センチの想い

千葉敬愛高等学校 小原　歩佳 NOと言わない私の生きる道

優秀賞

富山国際大学付属高等学校 松田　穂乃佳 分かち合う心で

新潟県立燕中等教育学校 小川　桃香 事実は現場にある

宮崎県立宮崎西高等学校 谷口　日奈子 17歳で気づいた幸せ

長崎県立波佐見高等学校 佐伯　悠悟 障碍者であって、障害者ではない

済美平成中等教育学校 鍵山　実玖 成功を掴むとっておきの方法

北杜市立甲陵高等学校

旭川藤墨高等学校 森田　美椿 時代

石川県立穴水高等学校 新谷　杏理沙 我々はどこから来たのか、我々はどこへ行くのか？

鹿児島玉龍高等学校 兼井　舞音 70億羽のハチドリを目指して

第３位

第５位

第３位

第５位

第３位

第５位

浜松日体高等学校 大城　千花

広島市立広島みらい創生高等学校 𠮷川　惠

学　校　名 名　　前
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小倉百人一首かるた部門

■競技の部

賞 都道府県 学年

3

3

2

2

3

2

1

3

3

3

3

3

3

1

3

2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

1

3

2

3

3

1

1

3

2

2

2

3

2

2

1

3

3

3

3

3

3

3

2

3

2

3

3

1

3

2

2

3

2

3

3

2

2

1

3

都立駒場高等学校 山西　ひかり

暁星高等学校 中村　太一

暁星高等学校 五十嵐　将真

学　校　名 名　　前

最優秀賞・文部科学大臣賞
（全日本かるた協会会長賞）

東京都

暁星高等学校 宮崎　光太郎

海城高等学校 林　峻平

暁星高等学校 中原　由琳

暁星高等学校 朝日　雄大

都立桜修館中等教育学校 秋元　幸多

優秀賞・文化庁長官賞 福岡県

福岡県立福岡高等学校 自見　壮二朗

筑紫女学園高等学校 野口　琴理

福岡県立筑紫丘高等学校 中嶋　柊星

筑紫女学園高等学校 三原　明希子

福岡県立筑紫丘高等学校 手嶋　祐希

福岡海星女子学院高等学校 田中　友莉

福岡大附属大濠高等学校 川原　清真

久留米信愛高等学校 時津　菜穂

埼玉県立浦和第一女子高等学校 西田　和奏

開智高等学校 堤　琴瑚

星野高等学校 北條　なつき

優良賞 埼玉県

浦和明の星女子高等学校 前田　恵

星野高等学校 西　えりか

浦和明の星女子高等学校 矢部　陽菜

浦和明の星女子高等学校 中山　洋子

東京農業大学第二高等学校 中村　ののか

東京農業大学第二高等学校 佐藤　あい

東京農業大学第二高等学校 齋藤　里音

星野高等学校 米田　実咲

奨励賞

群馬県

東京農業大学第二高等学校 齋藤　玄志

東京農業大学第二高等学校 山口　菜美子

高崎健康福祉大学高崎高等学校 池田　琳

高崎健康福祉大学高崎高等学校 飯塚　蓮

東京農業大学第二高等学校 石田　優音

神奈川県

桐光学園高等学校 瀨﨑　諒人

神奈川県立横浜翠嵐高等学校 吉村　美咲

神奈川県立藤沢総合高等学校

横浜市立金沢高等学校 紺野　花奏美

横浜雙葉高等学校 黒田　奈那

平子　楓

神奈川県立平塚江南高等学校 構　恵理子

神奈川県立横浜平沼高等学校 鴨野　亜季子

桐光学園高等学校 篠原　瑠宇空

成田高等学校 藤城　匠

専修大学松戸高等学校 那須　有真

鎌ケ谷高等学校 山﨑　みろく

千葉県

成田高等学校 山口　瑛輝

麗澤高等学校 矢島　慧香

成田高等学校 古木　菜々子

鎌ケ谷高等学校 荒木　快斗

成田高等学校 前田　萌夏

嶺川　香也乃

大分県

大分県立中津南高等学校 井上　雅人

大分県立中津南高等学校 古賀　彩花

大分県立中津南高等学校 南　菜々

大分県立中津南高等学校 小野　こゆき

桃山学院高等学校 大林　夕華

四天王寺高等学校 中野　蒼彩

大阪市立南高等学校

大分県立中津南高等学校 大塚　ひかる

大分県立中津南高等学校 久保　裕一朗

大分県立中津南高等学校 川鶴　隼也

大阪市立南高等学校 中嶋　一葉

大阪府

奨励賞

大阪府立清水谷高等学校 近藤　真菜

大谷高等学校 堺　想子

大阪府立大手前高等学校 清水　亜美

大分県立日田高等学校 石谷　佳永恵

桃山学院高等学校 井辻　篤徳

NO6



■読手コンクールの部

賞 都道府県 学年

最優秀賞
（全日本かるた協会会長賞）

青森県 3

埼玉県 3

埼玉県 3

新聞部門

賞 都道府県

石川県

静岡県

埼玉県

滋賀県

滋賀県

北海道

北海道

北海道

東京都

長野県

福岡県

長崎県

自然科学部門

■研究発表：物理部門

賞 都道府県

最優秀賞 山梨県

北海道

福岡県

青森県

石川県

■研究発表：化学部門

賞 都道府県

最優秀賞 大分県

千葉県

岐阜県

富山県

愛媛県

■研究発表：生物部門

賞 都道府県

最優秀賞 秋田県

広島県

高知県

長崎県

東京都

■研究発表：地学部門

賞 都道府県

最優秀賞 埼玉県

静岡県

岐阜県

千葉県

山梨県

■ポスター（パネル）発表

賞 都道府県

文部科学大臣賞 島根県

静岡県

滋賀県

福島県

新潟県

長崎県

岐阜県

東京都

優秀賞
星野高等学校 菊田　啓公

埼玉県立浦和第一女子高等学校 田中陽南子

学　校　名

学　校　名 名　　前

青森県立五所川原高等学校 小山内陽和

優秀賞

北海道帯広柏葉高等学校

北海道札幌啓成高等学校

北海道名寄高等学校

錦城高等学校

長野県長野高等学校

福岡大学附属大濠高等学校

長崎県立長崎工業高等学校

最優秀賞

石川県立金沢泉丘高等学校

静岡県立韮山高等学校

埼玉県立不動岡高等学校

滋賀県立虎姫高等学校

滋賀県立彦根東高等学校

優秀賞
北海道札幌北高等学校 物理化学部

気柱共鳴管内に物体があると？
～共鳴点の変化と音圧の関係を探る～

福岡県立宗像高等学校 電気物理部 開口端補正に関する研究

学　校　名 部・クラブ 発　表　演　題

山梨県立韮崎高等学校 物理化学部 水中シャボン玉の研究（その２）

学　校　名 部・クラブ 発　表　演　題

大分県立大分上野丘高等学校 化学部 疎水コロイドを用いた金属イオン濃度の簡易測定法

奨励賞
青森県立八戸高等学校 自然科学部 ミルククラウンの壁形成メカニズム

石川県立小松高等学校 理化部 ライデンフロスト効果の解析とその応用

奨励賞
富山県立高岡南高等学校 科学部 過冷却ブレイクが100％見られる溶液とは？

愛媛県立松山南高等学校 松山南イチョウ班 イチョウの灰を使った釉薬の開発

優秀賞
千葉県立大原高等学校 生物部化学研究班 ヨウ素時計反応の誘導時間を左右するもう一つの要素

岐阜県立岐山高等学校 化学部
エッジ効果を利用した色素増感太陽電池の性能向上に関する研
究

優秀賞
広島県立西条農業高等学校 自然科学部

ウツボカズラの特異なサバイバル術～捕虫器の状態に着目して
～

高知県立春野高等学校 科学部 イシダタミの暑さ対策

学　校　名 部・クラブ 発　表　演　題

秋田県立秋田高等学校 生物部 香料シトラールの突然変異抑制効果に関する構造の決定

学　校　名 部・クラブ 発　表　演　題

埼玉県立浦和高等学校 自然科学部 月食のスペクトル　～本影の縁は本当にターコイズ色なのか～

奨励賞
長崎県立長崎西高等学校 生物部

謎に満ちた地表徘徊性ハシリカスミカメムシ類の飼育技術の開発
とともに解明された生態（とくに発音と闘争）について

安田学園中学校高等学校 生物部 セイヨウミツバチは人工甘味料を飲むのか？Ⅱ

奨励賞
千葉県立木更津高等学校 地学部

水蒸気でなくても雲はできるのか
～エタノール、アセトン等による雲の生成条件～

山梨県立都留高等学校 自然科学部 山梨県大月市岩殿山礫岩層の礫の起源について

優秀賞
静岡県立浜松北高等学校 地学部 ヤマトシジミによる佐鳴湖浄化第３報

岐阜県立斐太高等学校 科学部
安政五年飛越地震の再検証
～　高山陣屋文書を科学する　～

文化庁長官賞
静岡県立掛川西高等学校 自然科学部 空中環境DNAを使った鳥類調査法の確立をめざして

滋賀県立米原高等学校 地学部 姉川流域の縄文時代の古環境復元

学　校　名 部・クラブ 発　表　演　題

島根県立出雲高等学校 自然科学部生物班 ダンゴムシの研究Ⅸ～カビを抑えるフン常在菌を探る！～

東京都立桜修館中等教育学校 科学部
持続的な打ち水効果で都市を冷やせ！
～温度応答性高分子材料の開発と保水性物質への応用～

奨励賞

福島県立福島高等学校 スーパーサイエンス部 プラズマによる流体制御の研究

新潟県立十日町高等学校 生物部 十日町市におけるモツゴ属魚類３集団の年齢構成

長崎県立長崎北陽台高等学校 生物部
フジツボの着生に関する研究
～ドロフジツボの着生の謎に迫る～

岐阜県立岐阜高等学校 自然科学部生物班
環境DNA定量解析を用いた生物分布モニタリング
～長良川・揖斐川におけるアユと冷水病菌の季節的相互関係を探る～
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パレード部門

賞 都道府県 備考

茨城県 マーチングバンド

埼玉県 マーチングバンド

神奈川県 マーチングバンド

佐賀県 マーチングバンド

東京都 バトントワリング

岐阜県 バトントワリング

大分県 バトントワリング

演劇部門

賞 都道府県

創作脚本賞 鹿児島県

舞台美術賞 岐阜県

内木文英賞 栃木県

東京演劇大学連盟特別賞 神奈川県

マーチングバンド・バトントワリング部門

賞 都道府県 備考

茨城県 マーチングバンド

大分県 バトントワリング

岡山県 バトントワリング

長崎県 マーチングバンド

大阪府 バトントワリング

沖縄県 マーチングバンド

山梨県 バトントワリング

静岡県 バトントワリング

鹿児島県 マーチングバンド

佐賀県 マーチングバンド

郷土研究部門

賞 都道府県

最優秀賞 神奈川県

優秀賞 岐阜県

優良賞 佐賀県

バトントワリング

熊本県 熊本県合同バトンチーム バトントワリング

バトントワリング

学　校　名　

茨城県立大洗高等学校

大分東明高等学校

千葉学園高等学校

熊本県立第一高等学校

熊本中央高等学校

向陵高等学校

足利短期大学附属高等学校

白鷗大学足利高等学校

宇都宮文星女子高等学校

栃木県立宇都宮商業高等学校

青森県 学校法人千葉学園バトンチーム

栃木県 栃木県合同バトンチーム

逗子開成高等学校 飛塚周・逗子開成高等学校演劇部　/　作

学　校　名 作　者　名

沖縄県立西原高等学校
沖縄県 沖縄県合同マーチングバンド マーチングバンド

実行委員会特別賞

講評者特別賞
長崎県立西陵高等学校

大阪府立富田林高等学校

沖縄県立西原高等学校

甲府市立甲府商業高等学校

沼津市立沼津高等学校

鹿児島実業高等学校

佐賀学園高等学校

就実中学校高等学校

佐賀県立唐津南高等学校 守りそして伝える虹の松原

学　校　名 タ　イ　ト　ル

サレジオ学院高等学校 相模大山の神仏分離－大山御師の動向を中心に－

岐阜県立加納高等学校 岐阜大仏の謎に迫る

鹿児島県立屋久島高等学校 上田美和　/ 作　　　　　　　

岐阜県立長良高等学校 オスカー・ワイルド原作　　長良高等学校演劇部　翻案

栃木県立小山城南高等学校 黒瀬　香乃　/ 作

茨城県立大洗高等学校

星野高等学校

鎌倉女子大学高等部

佐賀清和高等学校

大妻高等学校

関市立関商工高等学校

大分東明高等学校

第43回全国高等学校総合文化祭（2019 さが総文）　部門独自の表彰一覧

団体名（学校名）

グッドパレード賞

学校名

沖縄県立八重山高等学校
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