
 

 

 

 

 

 

 

須磨賞について 

 

 

須磨賞は、２００６年度より始められた特別賞で、毎年卒業式で表彰します。 

各年度で、部活動や個人の活動において世界や全国を舞台に活躍し、顕著な成果を上げた３年生の生徒を表彰し

ます。 

上のマークの「Summa」はラテン語で「最高の」という意味を表しています。 

本年度の受賞者は次の者です。 

 

内田 真樹 水泳部 第 87回日本高等学校選手権大会 水泳競技 800m自由形 第 3位 

第 42回全国 JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 

800m自由形 第 3位 

笠松 咲蘭 

 

水泳部 第 41 回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会

400mメドレーリレー 第 3位 

平岡 琴恵 ソフトテニス部 第 47 回ゴーセン杯争奪ハイスクールジャパンカップソフトテニス

2018 ダブルス優勝 第 13回ソフトテニスジャパンカップ 優勝 

堀上 綺良 水泳部 第 49回アジアナショナルエイジ選手権水泳競技大会 200m平泳ぎ・ 

100m平泳ぎ 第 3位 第 74回国民体育大会 100m平泳ぎ 第 3位 

山田 ひかる 水泳部 第 42回全国 JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 

200ｍ背泳ぎ 第 3位 

原 光希  平成 30年度全国吟詠コンクール 優勝・文部科学大臣賞 

平成 30年度全国剣詩舞コンクール 第 3位   

令和元年度全国剣詩舞コンクール 第 2位 

桂 千恵 書道部 第 34回全国学生書初め展覧会 硬筆の部 学年優勝杯（第 1位） 

 

【歴代の受賞者】 

卒業年度 氏 名 所 属 受 賞 理 由 

２００６ 小林祐梨子 陸上競技部 1500ｍ日本記録樹立 アジア大会銀メダル 全国高校駅伝優勝・区間新記録樹立 

２００６ 比良充宏 個人での活動 アジア国際音楽コンクールピアノ高校生部門優勝 他国際コンクール入賞 

２００７ 中山卓也 陸上競技部 世界クロスカントリー日本代表 全日本都道府県対抗駅伝・高校生最優秀選手 

２００７ 小野友愛 水泳部 全国高校総体優勝 サンタクララ国際水泳大会日本代表 

２００８ 森彩夏 陸上競技部 全国高校総体優勝 世界クロスカントリー日本代表 

２００９ 北野大裕 陸上競技部 全国高校駅伝初出場・初入賞に貢献 

２００９ 藪下明音 陸上競技部 全国高校駅伝準優勝に主将として貢献 

２００９ 中田慶太郎 弓道部 全国中学校弓道大会初出場 男子弓道部員として全国高校総体初出場 



２０１０ 池田睦美 陸上競技部 全国高校駅伝16 年連続入賞に主将として貢献 

２０１０ 国田健 吹奏楽部 日本管楽合奏コンテスト全国大会出場 関西吹奏楽コンクール3 年連続金賞に貢献 

２０１０ 世古口涼 個人での活動 全国高校生クイズ選手権大会で地理王として全国大会出場の原動力となった 

２０１１ 尾崎隆太 水泳部 全国高校総体 200ｍバタフライ優勝 

２０１１ 赤尾和貴 陸上競技部 日本ユース障害物2000ｍ優勝 

２０１２ 小林美香 陸上競技部 日本陸上競技選手権大会 1500m 優勝 

２０１２ 横江里沙 陸上競技部 国民体育大会 1500m 優勝 

２０１２ 村上昂輝 陸上競技部 近畿高校記録、兵庫記録樹立（日本高校歴代 4位） 

２０１２ 藤原香奈海 吹奏楽部 日本学校合奏コンクール ソロ部門 文部科学大臣賞（最優秀賞） 

２０１３ 山口真旺 水泳部 国民体育大会優勝・インターハイ優勝 

２０１３ 福田有以 陸上競技部 国民体育大会 1500m優勝・アジアユース出場 

２０１４ 龍宏樹 水泳部 第 67回国民体育大会 競泳大会 少年男子 B 200m背泳ぎ 優勝 

２０１４ 井上紗綾 剣道部 全国高等学校総合体育大会 剣道大会 個人の部 準優勝 

２０１５ 木村玲 吹奏楽部 第 17 回ジュニア管打楽器コンクール本選第 1 位をはじめ、4 つのソロコンクール

で第 1位を受賞・第 19，20回日本管楽合奏コンテスト全国大会で最優秀賞を受賞 

２０１５ 濱田結菜 水泳部 平成 27年度全国高校総体第 2位 

平成 27年度全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第 2位 

２０１５ 古屋瑛里加 ソフトテニス部 平成 27年度全国高校総体第 3位・第 70回国民体育大会第 3位 

２０１５ 山根雛乃 ソフトテニス部 平成 27年度全国高校総体第 3位・第 70回国民体育大会第 3位 

２０１６ 佐伯勇武 水泳部 第 69回国民体育大会 400m リレー優勝・第 71回国民体育大会 800m リレー優勝 

２０１７ 大上穂花 吹奏楽部 第 19回日本ジュニア管打楽器コンクール本選考会 オーボエ部門 第 1位 金賞 

第 22回 KOBE国際音楽コンクール本選 木管楽器部門 最優秀賞 

２０１８ 木瀬晶絵 ソフトテニス部 第 12回ソフトテニスジュニアジャパンカップ U17の部・ダブルス 第 1位 

２０１８ 

 

居林優衣 水泳部 第 8回ジュニアパンパシフィック選手権日本代表 200m背泳ぎ 第 8位・4×200m

フリーリレー 第 3位 

２０１８ 西村麻亜 水泳部 第 7回ジュニアパンパシフィック選手権日本代表・200mバタフライ 第 3位 

２０１８ 幸賀美奈 吹奏楽部 第 28回日本クラシック音楽コンクール・フルート部門全国大会 第 2位 

２０１８ 

 

大西ひかり 陸上競技部 皇后杯全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 7 区 区間賞(2017 年)・6 区 区間賞

(2019年)  未来くん賞 受賞 

 


