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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 更別村立更別中央中学校

北海道 札幌光星中学校

北海道 石狩市立樽川中学校

茨城県 茨城キリスト教学園中学校

群馬県 前橋市立第一中学校

埼玉県 埼玉栄中学校

埼玉県 春日部共栄中学校

千葉県 市川中学校

千葉県 芝浦工業大学柏中学校

千葉県 専修大学松戸中学校

東京都 成女学園中学校

東京都 創価中学校

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 八王子学園八王子中学校

東京都 品川区立日野学園

東京都 國學院大學久我山中学校

新潟県 新潟大学教育学部附属新潟中学校

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 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 半田市立亀崎中学校

愛知県 弥富市立弥富北中学校

三重県 高田中学校

滋賀県 ヴォーリズ学園　近江兄弟社中学校

滋賀県 滋賀県立守山中学校

滋賀県 大津市立北大路中学校

滋賀県 立命館守山中学校

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 兵庫県立芦屋国際中等教育学校

兵庫県 小野市立旭丘中学校

兵庫県 小野市立小野中学校

兵庫県 学校法人瀧川学園　滝川第二中学校

奈良県 橿原市立大成中学校

奈良県 学校法人帝塚山学園　帝塚山中学校

奈良県 国立大学法人　奈良教育大学附属中学校

広島県 熊野町立熊野中学校

広島県 広島市立牛田中学校

広島県 福山市立鷹取中学校

山口県 萩光塩学院中学校

愛媛県 愛媛県立松山西中等教育学校

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 大分県立大分豊府中学校

沖縄県 学校法人興南学園　興南中学校

沖縄県 昭和薬科大学附属中学校

沖縄県 琉球大学教育学部附属中学校

沖縄県 沖縄尚学高等学校附属中学校

海外 ナイロビ日本人学校

海外 バルセロナ日本人学校

海外 リマ日本人学校

海外 大連日本人学校

海外 日仏文化学院　パリ日本人学校



【学校賞】

都道府県 学校名

北海道 えりも町立えりも中学校

北海道 旭川市立北門中学校

北海道 遺愛女子中学校

北海道 市立札幌開成中等教育学校

北海道 札幌市立丘珠中学校

北海道 札幌市立厚別北中学校

北海道 札幌市立陵陽中学校

北海道 札幌日本大学中学校

北海道 留萌市立港南中学校

青森県 八戸市立白銀中学校

青森県 八戸市立白銀南中学校

青森県 板柳町立板柳中学校

岩手県 大船渡市立吉浜中学校

宮城県 岩沼市立岩沼西中学校

宮城県 仙台市立郡山中学校

山形県 山形市立山寺中学校

山形県 飯豊町立飯豊中学校

福島県 郡山市立郡山第二中学校

福島県 須賀川市立第三中学校

茨城県 つくば市立手代木中学校

茨城県 阿見町立阿見中学校

茨城県 霞ヶ浦高等学校附属中学校

茨城県 桜川市立桃山学園

茨城県 水戸市立緑岡中学校

茨城県 土浦市立土浦第五中学校

茨城県 土浦市立土浦第六中学校

茨城県 東海村立東海中学校

茨城県 那珂市立第四中学校

栃木県 宇都宮市立豊郷中学校

群馬県 みなかみ町立藤原中学校

群馬県 明照学園　樹徳中学校

群馬県 千代田町立千代田中学校

埼玉県 学校法人佐藤栄学園　栄東中学校

埼玉県 学校法人開智学園　開智未来中学・高等学校

埼玉県 埼玉大学教育学部附属中学校

埼玉県 上尾市立原市中学校

埼玉県 上尾市立東中学校

埼玉県 新座市立第四中学校

埼玉県 川口市立西中学校

千葉県 松戸市立和名ケ谷中学校

千葉県 千葉市立稲毛中学校

千葉県 千葉日本大学第一中学校

千葉県 柏市立中原中学校

東京都 お茶の水女子大学附属中学校

東京都 安田学園中学校

東京都 暁星中学校

東京都 港区立三田中学校

東京都 山脇学園中学校

東京都 東京都立小石川中等教育学校

東京都 多摩大学附属聖ケ丘中学校

東京都 大田区立大森東中学校

東京都 東京都立白鷗高等学校附属中学校

東京都 東大和市立第五中学校

東京都 東大和市立第二中学校

東京都 板橋区立板橋第三中学校

東京都 北豊島中学校

新潟県 小千谷市立小千谷中学校

新潟県 上越市立直江津東中学校

新潟県 長岡市立三島中学校



都道府県 学校名

神奈川県 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校

神奈川県 横浜市立市場中学校

神奈川県 横浜市立保土ケ谷中学校

神奈川県 横浜市立緑が丘中学校

神奈川県 自修館中等教育学校

神奈川県 洗足学園中学校

神奈川県 平塚市立金目中学校

神奈川県 葉山町立葉山中学校

長野県 安曇野市立豊科南中学校

長野県 松本市立奈川中学校

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 大町市立第一中学校

長野県 飯田市立高陵中学校

長野県 富士見町立富士見中学校

長野県 箕輪町立箕輪中学校

富山県 富山市立南部中学校

石川県 かほく市立高松中学校

石川県 白山市立松任中学校

福井県 鯖江市鯖江中学校

福井県 鯖江市中央中学校

福井県 大野市和泉中学校

福井県 福井市至民中学校

福井県 学校法人北陸学園　北陸中学校

岐阜県 多治見市立南ヶ丘中学校

岐阜県 多治見西高等学校附属中学校

静岡県 静岡県立清水南高等学校中等部

静岡県 静岡市立城内中学校

静岡県 静岡市立大里中学校

静岡県 浜松市立与進中学校

愛知県 常滑市立南陵中学校

愛知県 学校法人滝学園　滝中学校

愛知県 知多市立八幡中学校

愛知県 半田市立乙川中学校

愛知県 扶桑町立扶桑中学校

愛知県 名古屋国際中学校

愛知県 名古屋中学校

三重県 名張市立桔梗が丘中学校

三重県 名張市立赤目中学校

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 大津市立青山中学校

京都府 京都教育大学附属京都小中学校

京都府 京都市立加茂川中学校

京都府 京都市立桃山中学校

京都府 京都市立藤森中学校

京都府 京都市立洛南中学校

京都府 長岡京市立長岡第四中学校

京都府 同志社女子中学校

京都府 木津川市立泉川中学校

大阪府 関西創価中学校

大阪府 吹田市立古江台中学校

大阪府 大阪市立新巽中学校

大阪府 大阪市立東三国中学校

大阪府 豊中市立第十六中学校

大阪府 豊中市立第二中学校

大阪府 枚方市立東香里中学校

兵庫県 神戸龍谷中学校

兵庫県 須磨学園中学校

兵庫県 武庫川女子大学附属中学校

奈良県 桜井市立桜井東中学校



都道府県 学校名

和歌山県 近畿大学附属和歌山中学校

和歌山県 田辺市立東陽中学校

和歌山県 有田川町立金屋中学校

和歌山県 和歌山県立田辺中学校

岡山県 玉野市立玉中学校

広島県 ＡＩＣＪ中学校

広島県 ノートルダム清心中学校

広島県 近畿大学附属広島中学校東広島校

広島県 熊野町立熊野東中学校

広島県 広島県立広島中学校

広島県 広島市立宇品中学校

広島県 広島市立五日市中学校

広島県 広島市立中広中学校

広島県 三原市立第五中学校

広島県 府中町立府中中学校

広島県 福山市立広瀬中学校

山口県 周南市立周陽中学校

徳島県 徳島市南部中学校

香川県 香川県立高松北中学校

香川県 香川大学教育学部附属高松中学校

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 学校法人上智学院　上智福岡中学高等学校

福岡県 中村学園女子中学校

福岡県 飯塚市立二瀬中学校

福岡県 福岡教育大学附属小倉中学校

福岡県 福岡市立松崎中学校

福岡県 福岡市立照葉中学校

福岡県 福岡市立青葉中学校

福岡県 明治学園中学校

佐賀県 基山町立基山中学校

佐賀県 佐賀県立唐津東中学校

佐賀県 佐賀市立城北中学校

佐賀県 神埼市立神埼中学校

長崎県 長崎県立佐世保北中学校

長崎県 諫早市立北諫早中学校

熊本県 熊本学園大学付属中学校

熊本県 熊本市立城南中学校

大分県 向陽中学校

大分県 佐伯市立佐伯南中学校

宮崎県 延岡市立旭中学校

宮崎県 延岡市立岡富中学校

宮崎県 延岡市立南中学校

宮崎県 宮崎日本大学中学校

宮崎県 新富町立新田小中学校

宮崎県 都城市立五十市中学校

鹿児島県 薩摩川内市立川内中央中学校

鹿児島県 出水市立高尾野中学校

鹿児島県 霧島市立溝辺中学校

沖縄県 浦添市立神森中学校

沖縄県 石垣市立富野中学校

海外 アブダビ日本人学校

海外 シカゴ双葉会日本語学校全日校

海外 ハノイ日本人学校

海外 ブラッセル日本人学校

海外 ムンバイ日本人学校

海外 ローマ日本人学校

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 蘇州日本人学校


