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中学生の部 学校賞受賞校一覧

【特別学校賞】

都道府県 学校名

北海道 石狩市立樽川中学校

北海道 札幌光星中学校

北海道 更別村立更別中央中学校

群馬県 前橋市立第一中学校

埼玉県 春日部共栄中学校

埼玉県 栄東中学校

千葉県 専修大学松戸中学校

千葉県 市川中学校

千葉県 千葉日本大学第一中学校

東京都 成女学園中学校

東京都 創価中学校

東京都 八王子学園八王子中学校

東京都 大田区立大森第六中学校

東京都 筑波大学附属中学校

東京都 暁星中学校

新潟県 小千谷市立小千谷中学校

⾧野県 駒ヶ根市立赤穂中学校

岐阜県 多治見市立陶都中学校

静岡県 浜松学院中学校

愛知県 扶桑町立扶桑中学校

愛知県 知多市立八幡中学校

愛知県 弥富市立弥富北中学校

愛知県 半田市立亀崎中学校

愛知県 刈谷市立雁が音中学校

愛知県 東海市立富木島中学校

愛知県 滝中学校

三重県 名張市立桔梗が丘中学校

三重県 高田中学校

滋賀県 草津市立草津中学校

滋賀県 大津市立仰木中学校

滋賀県 立命館守山中学校

滋賀県 ヴォーリズ学園 近江兄弟社中学校

京都府 京都学園中学校

京都府 洛南高等学校附属中学校

大阪府 羽衣学園中学校

大阪府 四天王寺中学校

大阪府 大阪市立此花中学校

兵庫県 小野市立旭丘中学校

兵庫県 学校法人瀧川学園滝川第二中学校

兵庫県 兵庫県立芦屋国際中等教育学校

奈良県 国立大学法人 奈良教育大学附属中学校

和歌山県 田辺市立東陽中学校

広島県 福山市立鷹取中学校

広島県 広島市立牛田中学校

福岡県 飯塚市立二瀬中学校

福岡県 中村学園女子中学校

福岡県 飯塚市立庄内中学校

佐賀県 学校法人佐賀学園 成穎中学校

大分県 平松学園向陽中学校

宮崎県 延岡市立旭中学校

宮崎県 宮崎日本大学中学校



鹿児島県 出水市立高尾野中学校

都道府県 学校名

沖縄県 昭和薬科大学附属中学校

沖縄県 学校法人興南学園 興南中学校

海外 リマ日本人学校

海外 ナイロビ日本人学校

海外 大連日本人学校



【学校賞】

都道府県 学校名

北海道 遺愛女子中学校

北海道 札幌日本大学中学校

北海道 札幌市立上篠路中学校

北海道 市立札幌開成中等教育学校

北海道 北星学園女子中学高等学校

青森県 板柳町立板柳中学校

青森県 つがる市立稲垣中学校

岩手県 大船渡市立吉浜中学校

山形県 山形市立第一中学校

福島県 福島市立福島第四中学校

福島県 いわき市立平第三中学校

福島県 須賀川市立第三中学校

福島県 福島市立野田中学校

福島県 郡山市立郡山第三中学校

福島県 西郷村立西郷第二中学校

福島県 田村市立船引中学校

茨城県 土浦市立都和中学校

茨城県 水戸市立緑岡中学校

茨城県 東海村立東海中学校

茨城県 土浦市立土浦第六中学校

茨城県 土浦市立土浦第五中学校

茨城県 水戸市立笠原中学校

栃木県 宇都宮市立豊郷中学校

群馬県 太田市立東中学校

群馬県 吉岡町立吉岡中学校

群馬県 明照学園 樹徳中学校

埼玉県 上尾市立原市中学校

千葉県 柏市立光ケ丘中学校

千葉県 千葉市立稲毛中学校

千葉県 柏市立逆井中学校

千葉県 二松学舍大学附属柏中学校

千葉県 松戸市立和名ケ谷中学校

東京都 港区立三田中学校

東京都 安田学園中学校

東京都 東大和市立第五中学校

東京都 貞静学園中学校

東京都 多摩大学附属聖ケ丘中学校

東京都 北豊島中学校

東京都 町田市立小山中学校

東京都 学校法人 大妻学院 大妻中野中学校

東京都 足立区立江北桜中学校

東京都 実践学園中学校

東京都 練馬区立石神井西中学校

東京都 文京学院大学女子中学校

東京都 学校法人自由学園男子部中等科

東京都 東京学芸大学附属世田谷中学校

神奈川県 藤沢市立善行中学校

神奈川県 平塚市立金目中学校

神奈川県 自修館中等教育学校

神奈川県 横浜市立東鴨居中学校

神奈川県 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校

新潟県 上越市立直江津東中学校



新潟県 新潟清心女子中学校

富山県 射水市立小杉中学校

石川県 かほく市立高松中学校

都道府県 学校名

福井県 福井市安居中学校

山梨県 小菅村立小菅中学校

⾧野県 信州大学教育学部附属松本中学校

⾧野県 信州大学教育学部附属⾧野中学校

⾧野県 箕輪町立箕輪中学校

岐阜県 多治見西高等学校附属中学校

岐阜県 多治見市立南ヶ丘中学校

静岡県 静岡県立清水南高等学校中等部

静岡県 浜松市立与進中学校

静岡県 藤枝市立高洲中学校

愛知県 常滑市立南陵中学校

愛知県 名古屋中学校

愛知県 半田市立乙川中学校

愛知県 東浦町立北部中学校

三重県 伊勢市立伊勢宮川中学校

京都府 京都市立下鴨中学校

京都府 立命館宇治中学校

京都府 南丹市立園部中学校

京都府 京都市立藤森中学校

京都府 京都聖母学院中学校

大阪府 初芝立命館中学校

大阪府 関西創価中学校

大阪府 枚方市立東香里中学校

大阪府 高槻市立第一中学校

大阪府 大阪教育大学附属天王寺中学校

大阪府 吹田市立古江台中学校

大阪府 枚方市立楠葉中学校

大阪府 枚方市立招提北中学校

兵庫県 武庫川女子大学附属中学校

兵庫県 成徳学園 神戸龍谷中学校

兵庫県 神戸女学院中学部

奈良県 智辯学園中学校

奈良県 天理市立西中学校

和歌山県 有田川町立八幡中学校

鳥取県 琴浦町立東伯中学校

岡山県 玉野市立玉中学校

広島県 広島市立矢野中学校

広島県 近畿大学附属広島中学校東広島校

広島県 広島県立広島中学校

広島県 熊野町立熊野東中学校

広島県 府中町立府中中学校

広島県 ＡＩＣＪ中学校

広島県 広島市立宇品中学校

広島県 三原市立第五中学校

広島県 福山市立広瀬中学校

香川県 香川県立高松北中学校

香川県 学校法人 倉田学園 大手前丸亀中学校

愛媛県 松山市立中島中学校

高知県 佐川町立佐川中学校

福岡県 福岡雙葉中学校

福岡県 明治学園中学校

福岡県 福岡県立嘉穂高等学校附属中学校



福岡県 宇美町立宇美南中学校

佐賀県 佐賀大学教育学部附属中学校

⾧崎県 ⾧崎県立佐世保北中学校

⾧崎県 青雲中学校

都道府県 学校名

⾧崎県 佐世保市立愛宕中学校

熊本県 熊本学園大学付属中学校

大分県 佐伯市立佐伯南中学校

鹿児島県 霧島市立溝辺中学校

鹿児島県 薩摩川内市立川内中央中学校

沖縄県 竹富町立波照間中学校

沖縄県 石垣市立大浜中学校

海外 ぺナン日本人学校

海外 ハノイ日本人学校

海外 ブラッセル日本人学校

海外 グアム日本人学校

海外 在フィリピン日本国大使館附属マニラ日本人学校

海外 アムステルダム日本人学校

海外 International College Hong Kong

海外 スラバヤ日本人学校

海外 アブダビ日本人学校

海外 蘇州日本人学校


