
氏　名 課程・専修等
中村　友紀 教育臨床専修
原　さとみ 幼児教育専修
池田　卓思 国語専修
浜野　啓史 社会専修
矢作　浩章 数学専修
金成　由美子 理科専修
三浦　友美 音楽専修
岸　美沙 美術専修
池田　ひとみ 保健体育専修
野見　将輝 技術専修
宇塚　亜衣 家政専修
山尾　陽子 生涯学習課程　健康スポーツコース
広瀬　千尋 教育臨床専修
金子　睦 教育心理学専修
道祖土　苗未 幼児教育専修
若松　陽子 国語専修
野澤　咲子 社会専修
横田　悠 数学専修
野口　藍 理科専修
倉上　英里子 音楽専修
安齋　卓彌 保健体育専修
林　香織 技術専修
若林　槙子 家政専修
金谷　美紀 英語専修
後藤　優香 障害児教育コース
石本　匡史 生涯学習課程　健康スポーツコース
幸喜　郁枝 学校教育臨床専修
江口　遼至 国語専修
菊池　宏行 社会専修
村石　侑美枝 数学専修
大熊　彩有里 理科専修
納見　梢 音楽専修
菖蒲澤　侑 美術専修
葛野　愛 保健体育専修
大和　佑子 技術専修
渡辺　美和 家政専修
関根　佐代子 英語専修
渡部　睦 乳幼児教育専修
加藤　千晶 養護教諭養成課程
加藤　美香 教育心理カウンセリング専修
中島　みさと 学校教育臨床専修
小泉　政 国語専修
舩津　需遥 社会専修
清水　洋将 数学専修
伊藤　悠昭 理科専修
若林　淑恵 音楽専修
福地　彩 美術専修
岡村　照大 保健体育専修
前原　友希 技術専修
丸山　彩香 家政専修
伊藤　絢 英語専修
楯　亜澄 養護教諭養成課程

鳳翔賞受賞者一覧

第４回
（H23.3.23）

第１回
（H20.3.24）

第２回
（H21.3.24）

第３回
（H22.3.24）



藤木　瞳 教育心理カウンセリング専修
木村　望 学校教育臨床専修
本田　靖奈 国語専修
内河　孝宏 社会専修
星　雄介 数学専修
斉藤　優太 理科専修
森　郁絵 音楽専修
中根　麻実 美術専修
斉藤　美貴 保健体育専修
大西　遼介 技術専修
渡邊　明子 家政専修
佐藤　恵美 英語専修
長谷川　めぐみ 乳幼児教育専修
友広　紗織 養護教諭養成課程
矢吹　安孝 教育心理カウンセリング専修
小野木　美里 国語専修
森岡　翔平 社会専修
村山　雄太 数学専修
高信　志穂 理科専修
五十嵐　紗菜 音楽専修
中村　真生 美術専修
青島　みなみ 保健体育専修
田中　渚 技術専修
中谷　俊裕 家政専修
蓬澤　守 英語専修
佐藤　諒子 乳幼児教育専修
藤野　恵実 養護教諭養成課程
鈴木　晶子 教育心理カウンセリング専修
大高　徹也 学校教育臨床専修
本島　佑樹 国語専修
宗村　真衣 社会専修
澁谷　拓也 数学専修
増山　雄也 理科専修
舩越　孝太 音楽専修
青木　瑞歩 美術専修
小縣　良平 保健体育専修
飯塚　嶺 技術専修
岡田　蘭子 家政専修
丸山　怜子 英語専修
大屋　栞 乳幼児教育専修
田端　千紘 養護教諭養成課程
小川　夏輝 教育心理カウンセリング専修
山崎　さおり 学校教育臨床専修
神田　文弥乃 国語専修
櫛田　啓太 社会専修
間舩　瑞季 数学専修
草薙　栄理子 理科専修
井坂　友美 音楽専修
瀧田　尚子 美術専修
水澤　遥 保健体育専修
大山　央人 技術専修
山本　美咲 英語専修
小櫃　杏奈 乳幼児教育専修
飯田　絵美子 養護教諭養成課程

第５回
（H24.3.19）

第６回
（H25.3.19）

第７回
（H26.3.19）

第８回
（H27.3.19）



伊藤　優樹 教育心理カウンセリング専修
中家　絵里菜 学校教育臨床専修
橋本　柊平 国語専修
薄井　香奈子 社会専修
福原　陽太 数学専修
布施　陽子 理科専修
岡﨑　聖未 美術専修
石田　祐輝 技術専修
石川　奈穂 家政専修
有江　聖 英語専修
荒木　美紗 乳幼児教育専修
大野　智菜実 教育心理カウンセリング専修
佐々木　範子 学校教育臨床専修
佐久間　琴弓 国語専修
押井　那歩 社会専修
鳥井　夏生 数学専修
森田　めぐみ 理科専修
永井　清香 音楽専修
瀧澤　悠 美術専修
河野　新汰 保健体育専修
七五三木　侑乃技術専修
吉山　怜花 家政専修
太田　宏紀 英語専修
滝口　瑶子 乳幼児教育専修
桺　美玖 養護教諭養成課程
松山理奈 国語専修
岩田裕輝 社会専修
武田龍汰 数学専修
谷部瞳 理科専修
髙橋由衣 音楽専修
林拓哉 美術専修
竹内菜々 保健体育専修
山﨑郁実 技術専修
大熊美優 家政専修
森谷篤弘 英語専修
川崎真奈 教育心理カウンセリング
小山匠 学校教育臨床
加藤里菜 乳幼児教育
阿部香織 養護教諭養成課程
高柳　諒太 心理・教育実践学専修
吉田　朱里 国語分野
水野　亜紗子 英語分野
福島　綾乃 社会専修
関　佑哉 算数・数学分野
秋元　祥広 理科分野
山岸　実桜 音楽分野
須田　晃穂 図画工作・美術分野
中村　優希 体育・保健体育分野
木村　真人 ものづくりと情報・技術分野
阿部　菜緒 家庭科分野
伊藤　菜摘 乳幼児教育コース
児玉　萌乃 養護教諭養成課程
道村　夏絵 心理・教育実践学専修
佐々木葉留花 国語分野
池淵　大樹 英語分野
樋川　真子 社会分野
落合　美沙 算数・数学分野
榊原　裕也 理科分野
遠藤　千秋 音楽分野

第１０回
（H29.3.17）

第１１回
（H30.3.16）

第９回
（H28.3.18）

第１２回
（H31.3.14）

第１３回
（R2.3）



池上　直毅 図画工作・美術分野
長谷川　優風 体育・保健体育分野
松本　真由子 ものづくりと情報・技術分野
川名　輝葉 家庭科分野
須藤　麻莉 乳幼児教育コース

第１３回
（R2.3）


