
No 部活動 大　会　名 成　績 備考
1 美術部 第８１回科学展ポスター原画 優秀賞

2 美術部 第８１回科学展ポスター原画 優秀賞

3 美術部 第８１回科学展ポスター原画 奨励賞

4 美術部 第８１回科学展ポスター原画 奨励賞

5 美術部 第８１回科学展ポスター原画 奨励賞

6 美術部 第８１回科学展ポスター原画 奨励賞

7 美術部 第８１回科学展ポスター原画 奨励賞

8 美術部 第８１回科学展ポスター原画 奨励賞

9 美術部 第８１回科学展ポスター原画 奨励賞

10 美術部 令和３年度熊本県高等学校風景画コンクール 特選

11 美術部 令和３年度熊本県高等学校風景画コンクール 特選

12 美術部 令和３年度熊本県高等学校風景画コンクール 特選

13 美術部 令和３年度熊本県高等学校風景画コンクール 特選

14 美術部 令和３年度熊本県高等学校風景画コンクール 特選

15 美術部 令和３年度熊本県高等学校風景画コンクール 特選

16 美術部 令和３年度熊本県高等学校風景画コンクール 特選

17 美術部 令和３年度熊本県高等学校風景画コンクール 準特選

18 美術部 令和３年度熊本県高等学校風景画コンクール 準特選

19 美術部 令和３年度熊本県高等学校風景画コンクール 準特選

20 美術部 令和３年度熊本県高等学校風景画コンクール 準特選

21 美術部 令和３年度熊本県高等学校風景画コンクール 準特選

22 美術部 令和３年度熊本県高等学校風景画コンクール 準特選

23 美術部 令和３年度熊本県高等学校風景画コンクール 準特選

24 美術部 令和３年度熊本県高等学校風景画コンクール 準特選

25 美術部 令和３年度熊本県高等学校風景画コンクール 入選

26 美術部 令和３年度熊本県高等学校風景画コンクール 入選

27 美術部 令和３年度熊本県高等学校風景画コンクール 入選

28 美術部 第７６回県美展 入選
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29 美術部 第７６回県美展 入選

30 美術部 第７６回県美展 奨励賞

31 美術部 第７６回県美展 KAB賞

32 美術部 第７６回県美展 奨励賞一席

33 美術部 第７６回県美展 入選

34 美術部 第７６回県美展 入選

35 美術部 第７６回県美展 入選

36 美術部 第７６回県美展 入選

37 美術部 第７６回県美展 奨励賞

38 美術部 第７６回県美展 入選

39 美術部 第７６回県美展 入選

40 美術部 第７６回県美展 入選

41 美術部 第７６回県美展 奨励賞

42 美術部 第７６回県美展 努力賞

43 美術部 第７６回県美展 努力賞

44 美術部 第７６回県美展 入選

45 美術部 第７６回県美展 入選

46 美術部 第７６回県美展 入選

47 美術部 第７６回県美展 入選

48 美術部 第７６回県美展 入選

49 美術部 第７６回県美展 入選

50 美術部 第７６回県美展 入選

51 美術部 第７６回県美展 入選

52 美術部 第18回田山淳朗賞高校生ファッション画コンテストin九州・沖縄 優秀賞

53 美術部 第18回田山淳朗賞高校生ファッション画コンテストin九州・沖縄 奨励賞

54 美術部 第18回田山淳朗賞高校生ファッション画コンテストin九州・沖縄 奨励賞

55 美術部 第４６回熊本県高等学校美術展 最優秀賞 R4全国総文祭県代表

56 美術部 第４６回熊本県高等学校美術展 優秀賞 R3九州総文祭県代表

57 美術部 第４６回熊本県高等学校美術展 優秀賞 R3九州総文祭県代表

58 美術部 第４６回熊本県高等学校美術展 奨励賞



No 部活動 大　会　名 成　績 備考
59 美術部 第４６回熊本県高等学校美術展 奨励賞

60 美術部 第４６回熊本県高等学校美術展 奨励賞

61 美術部 第４６回熊本県高等学校美術展 奨励賞

62 美術部 第４６回熊本県高等学校美術展 奨励賞

63 美術部 第４６回熊本県高等学校美術展 奨励賞

64 美術部 第４６回熊本県高等学校美術展 奨励賞

65 美術部 第４６回熊本県高等学校美術展 優良賞

66 美術部 第４６回熊本県高等学校美術展 優良賞

67 美術部 第４６回熊本県高等学校美術展 佳作

68 美術部 第４６回熊本県高等学校美術展 熊本県立美術館賞

69 写真部 令和３年度熊本県高等学校文化連盟写真専門部前期写真コンテスト 入選

70 国語科 第18回公徳文芸賞　俳句部門（一般財団法人　熊本公徳会） 優秀賞

71 国語科 第18回公徳文芸賞　俳句部門（一般財団法人　熊本公徳会） 優秀賞

72 国語科 第18回公徳文芸賞　俳句部門（一般財団法人　熊本公徳会） 入選

73 国語科 第18回公徳文芸賞　俳句部門（一般財団法人　熊本公徳会） 努力賞

74 国語科 第18回公徳文芸賞　短歌部門（一般財団法人　熊本公徳会） 優秀賞

75 国語科 第18回公徳文芸賞　自由詩部門（一般財団法人　熊本公徳会） 優秀賞

76 国語科 第18回公徳文芸賞　自由詩部門（一般財団法人　熊本公徳会） 入選

77 国語科 第18回公徳文芸賞　肥後狂句部門（一般財団法人　熊本公徳会） 優秀賞

78 陸上競技部 令和３年度　熊本県新人陸上競技選手権大会　男子１５００ｍ 優勝 九州大会出場

79 陸上競技部 令和３年度　熊本県新人陸上競技選手権大会　男子４００ｍ ３位 九州大会出場

80 陸上競技部 令和３年度　熊本県新人陸上競技選手権大会　男子４００ｍH ３位 九州大会出場
81 陸上競技部 令和３年度　熊本県新人陸上競技選手権大会　男子８００ｍ ３位 九州大会出場
82 陸上競技部 令和３年度　熊本県新人陸上競技選手権大会　男子４×４００ｍR ４位
83 陸上競技部 令和３年度　熊本県新人陸上競技選手権大会　男子トラックの部 ２位
84 生物部 令和３年度熊本県高等学校生徒理科研究発表会　生物部門 最優秀賞 九州大会出場
85 アーチェリー部 令和３年度熊本県高等学校アーチェリー新人大会 男子団体準優勝
86 アーチェリー部 令和３年度熊本県高等学校アーチェリー新人大会 ７０ｍ男子個人５位 九州大会出場
87 アーチェリー部 令和３年度熊本県高等学校アーチェリー新人大会 ７０ｍ男子個人６位 九州大会出場
88 アーチェリー部 令和３年度熊本県高等学校アーチェリー新人大会 ７０ｍ女子個人準優勝 九州大会出場
89 アーチェリー部 令和３年度熊本県高等学校アーチェリー新人大会 ７０ｍ女子個人３位 九州大会出場
90 アーチェリー部 令和３年度熊本県高等学校アーチェリー新人大会 ２０ｍ男子個人優勝 九州大会出場



No 部活動 大　会　名 成　績 備考
91 アーチェリー部 令和３年度熊本県高等学校アーチェリー新人大会 ２０ｍ男子個人準優勝 九州大会出場
92 アーチェリー部 令和３年度熊本県高等学校アーチェリー新人大会 ２０ｍ女子個人 九州大会出場
93 アーチェリー部 令和３年度熊本県高等選手権アーチェリー大会 ＲＣ３０ｍ男子優勝
94 アーチェリー部 令和３年度熊本県高等選手権アーチェリー大会 ＲＣ３０ｍ男子３位
95 アーチェリー部 令和３年度熊本県高等選手権アーチェリー大会 ＲＣ３０ｍ女子優勝
96 写真部 第１９回くまもとスポーツフォトコンテスト　高校生の部 優秀賞
97 美術部 第４５回九州青年美術公募展 入選
98 美術部 第４５回九州青年美術公募展 入選
99 美術部 第４５回九州青年美術公募展 入選
100 美術部 第４５回九州青年美術公募展 入選
101 美術部 第４５回九州青年美術公募展 入選
102 美術部 第４５回九州青年美術公募展 大牟田市教育委員会賞

103 美術部 第４５回九州青年美術公募展 入選
104 美術部 第４５回九州青年美術公募展 審査員特励賞
105 美術部 第４５回九州青年美術公募展 大牟田文化会館賞

106 美術部 第４５回九州青年美術公募展 奨励賞
107 美術部 第４５回九州青年美術公募展 入選
108 国語科 第34回熊本県高等学校総合文化祭「標語」 優秀賞
109 国語科 令和3年度　第49回少年少女俳句会（熊本ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ） 天賞（熊日賞）
110 国語科 令和3年度　第49回少年少女俳句会（熊本ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ） 人賞（熊本市賞）
111 国語科 令和3年度　第49回少年少女俳句会（熊本ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ） 佳作
112 国語科 令和3年度　第49回少年少女俳句会（熊本ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ） 佳作
113 国語科 令和3年度　第49回少年少女俳句会（熊本ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ） 佳作
114 国語科 令和3年度　第49回少年少女俳句会（熊本ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ） 佳作
115 国語科 令和3年度　第49回少年少女俳句会（熊本ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ） 佳作
116 国語科 令和3年度　第49回少年少女俳句会（熊本ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ） 佳作
117 国語科 令和3年度第67回青少年読書感想文全国コンクール熊本県審査 優秀賞 「５２ヘルツのクジラたち」

118 国語科 令和3年度第67回青少年読書感想文全国コンクール熊本県審査 佳作 小説「阪急電車」に揺られて

119 テニス部 第４４回全国選抜高等学校テニス九州地区大会熊本県予選大会 優勝 九州大会出場
120 テニス部 第４４回全国選抜高等学校テニス九州地区大会熊本県予選大会 第３位 九州大会出場
121 テニス部 令和３年度熊本県高等学校テニス新人大会（男子個人ダブルス）

122 テニス部 令和３年度熊本県高等学校テニス新人大会（男子個人ダブルス）

123 テニス部 令和３年度熊本県高等学校テニス新人大会（男子個人ダブルス）

124 テニス部 令和３年度熊本県高等学校テニス新人大会（男子個人ダブルス）

125 テニス部 令和３年度熊本県高等学校テニス新人大会（男子個人シングルス） 第５位
126 放送部 令和３年度九州高校放送コンテスト熊本県大会　朗読部門

優勝

第３位

入選
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127 放送部 令和３年度九州高校放送コンテスト熊本県大会　朗読部門
128 放送部 令和３年度九州高校放送コンテスト熊本県大会　朗読部門
129 放送部 令和３年度九州高校放送コンテスト熊本県大会　ラジオ番組部門 九州大会出場
130 放送部 令和３年度九州高校放送コンテスト熊本県大会　ラジオ番組部門 九州大会出場
131 放送部 令和３年度九州高校放送コンテスト熊本県大会　ラジオ番組部門 九州大会出場
132 美術部 第６５回西日本読書感想画コンクール熊本県審査 特選
133 美術部 第６５回西日本読書感想画コンクール熊本県審査 特選
134 美術部 第６５回西日本読書感想画コンクール熊本県審査 特選
135 美術部 第６５回西日本読書感想画コンクール熊本県審査 特選

２位

入選
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136 美術部 第６５回西日本読書感想画コンクール熊本県審査 準特選
137 美術部 第６５回西日本読書感想画コンクール熊本県審査 準特選
138 美術部 第６５回西日本読書感想画コンクール熊本県審査 準特選
139 美術部 第６５回西日本読書感想画コンクール熊本県審査 入選
140 美術部 第６５回西日本読書感想画コンクール熊本県審査 入選
141 美術部 第６５回西日本読書感想画コンクール熊本県審査 入選
142 美術部 第６５回西日本読書感想画コンクール熊本県審査 入選
143 美術部 第６５回西日本読書感想画コンクール熊本県審査 入選
144 美術部 第６５回西日本読書感想画コンクール熊本県審査 入選
145 美術部 第６５回西日本読書感想画コンクール熊本県審査 入選
146 美術部 第６５回西日本読書感想画コンクール熊本県審査 入選
147 美術部 第６５回西日本読書感想画コンクール熊本県審査 入選
148 美術部 第６５回西日本読書感想画コンクール熊本県審査 入選
149 理数科 第１８回熊本県公立高等学校理数科研究発表会 最優秀賞 九州・中国・四国大会出場

150 体育科 令和３年度　校内創作ダンス発表会 最優秀賞
151 体育科 令和３年度　校内創作ダンス発表会 第二位
152 体育科 令和３年度　校内創作ダンス発表会 第三位
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
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172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185


