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報告事項イ

全国大会等で活躍した児童・生徒に対する教育長表彰について

、 。全国大会等で活躍した児童・生徒に対する教育長表彰について 別紙のとおり報告します

平成１９年１０月１２日

鳥取県教育委員会教育長 中永 廣樹
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全国大会等で活躍した児童・生徒に対する教育長表彰について
教育総務課

全国大会等で活躍した児童・生徒に対する顕彰要項に基づき、次のとおり表彰しました。

１ 被表彰児童・生徒 小学生３名、中学生２名１団体、高校生８名５団体 計３１名

● （３名）小学生

所 属 表 彰 の 理 由
氏名 学年・現時点（ ）

（推薦者）

山根 愛 第３回グラスホパー全国ジュニアテニスｉｎ佐賀大会米子市立 （６）
車尾小学校 米子市教育委員会 主催 「夢はウインブルドンへ」実行委員会（ ）

共催 佐賀市
期日 平成１９年８月１７～２３日
会場 ウインブルドン九州テニスクラブ

女子シングルス 優勝
※各県で選抜された１２８名の選手が出場。

德井 綾香 平成１９年度全国少年少女レスリング選手権大会倉吉市立 （６）
社小学校 倉吉市教育委員会 主催 （財）日本レスリング協会（ ）

期日 平成１９年８月１０～１２日
会場 東京・駒沢体育館

女子の部６年生 ４０㎏級 第３位

眞田 裕行 第２８回神武館旗争奪少年剣道個人選手権大会境港市立 （６）
上道小学校 境港市教育委員会 主催 神武館（ ）

後援 （財）全日本剣道道場連盟 ほか
期日 平成１９年８月１８日
会場 福岡・北九州市立総合体育館

小学６年生の部 第３位
※全国から約２６００名が出場。
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● （２名１団体）中学生

所 属 表 彰 の 理 由氏名 学年・現時点（ ）
（推薦者）

田中 緑 ＪＯＣジュニアオリンピックカップ鳥取市立 （３）
第４回全国中学生弓道大会桜ヶ丘中学校 鳥取市教育委員会（ ）
主催 （財）全日本弓道連盟
期日 平成１９年８月１８～１９日
会場 東京・明治神宮武道場至誠館弓道場

女子個人競技の部 優勝
※県総体の団体優勝チームが本大会の団体・個人の出場権
を得る。個人戦は各県より１名が出場。

網谷 勇志 第３７回全国中学校相撲選手権大会鳥取市立 （３）
西中学校 鳥取市教育委員会 期日 平成１９年８月１８～１９日（ ）

会場 青森・十和田市相撲場
個人戦 優勝

第１８回全国都道府県中学生相撲選手権大会
期日 平成１９年８月５日
会場 東京・両国国技館

個人戦 第３位

相撲部 第３７回全国中学校相撲選手権大会
（５名） 期日 平成１９年８月１８～１９日

会場 青森・十和田市相撲場
須藤 火山 団体戦 第３位（３）

（３）網谷 勇志
（３）柴田 直人

（２）佐々木 耕大
（１）横田 新樹

（ ）鳥取市教育委員会
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（８名５団体）●高校生

所 属 表 彰 の 理 由氏名 学年・現時点（ ）
（推薦者）

小谷 美紗子 第４２回弘法大師奉賛 高野山競書大会県立鳥取東高 （３）
等学校 （鳥取東高等学校） 主催 高野山金剛峰寺

期日 平成１９年８月１～１５日
金剛峰寺賞
※全国の小学生から高校生まで約４１，６００名から応募
があった。金剛峰寺賞（６０～７０名）は弘法大師賞（８
名 、内閣総理大臣賞（１名 ・文部科学大臣賞（１名）に） ）
次ぐ３番目の賞にあたる。

第１回全国高校生大作書道展
主催 （財）独立書人団
後援 文部科学省、毎日新聞社 ほか
応募期間 平成１９年８月１４～２１日

大作準大賞
※全国の高校生から１５８点の応募があった。大作準大賞
（１点）は、文部科学大臣賞（１点 、大作大賞（１点））
に次ぐ３番目の賞にあたる。

松本 世良 ２００７年ＪＯＣジュニアオリンピックカップ県立倉吉東高 （２）
自転車競技大会等学校 （倉吉東高等学校）

主催 （財）日本自転車競技連盟 ほか
期日 平成１９年５月２６～２７日
会場 新潟・弥彦競輪場

女子５００ｍタイム・トライアル 優勝

第４２回全国都道府県対抗自転車競技大会
主催 （財）日本自転車競技連盟 ほか
期日 平成１９年８月２５～２８日
会場 大分・別府市営別府競輪場

女子５００ｍタイム・トライアル 優勝

眞田 美幸 平成１９年度全国高等学校総合体育大会フェンシング競技県立鳥取湖陵 （３）
高等学校 鳥取湖陵高等学校 期日 平成１９年８月７～１２日（ ）

会場 佐賀・嬉野市体育館
個人対抗 女子サーブルの部 第３位

徳山 利範 平成１９年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技県立鳥取中央 （３）
育英高等学校 （鳥取中央育英高等 期日 平成１９年８月４～５日

学校） 会場 佐賀市諸富文化体育館
個人７４㎏級 第３位

第２３回全国高校生グレコローマン選手権大会
期日 平成１９年８月１７～１９日
会場 堺市金岡公園体育館

７４㎏級 第２位
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新聞部 第３１回全国高等学校総合文化祭
（１０名） 期日 平成１９年７月２９～３１日

会場 松江勤労者総合福祉センター
西田 光季 新聞部門 最優秀賞（１）

（１） ※平成１０年から１０年連続で受賞。矢木 亜衣子
（１）河崎 ひかる

（２）前田 渚
（２）辻 翔子
（２）山本 実里
（３）中井 佑実
（３）磯江 麻也
（３）遠藤 祐香
（３）西村 温子

（鳥取中央育英高等
学校）

原田 智也 第３１回全国高等学校総合文化祭鳥取城北高等 （１）
学校 （青少年・文教課） 期日 平成１９年７月３０日

会場 ウェルシティ島根
将棋部門 男子個人 準優勝

山口 雅弘 平成１９年度全国高等学校総合体育大会相撲競技（３）
（青少年・文教課） 期日 平成１９年８月３日

会場 佐賀・玄海町立社会体育館
個人 準優勝

第２回全日本ジュニア体重別相撲選手権大会
期日 平成１９年８月６日
会場 三重・伊勢神宮相撲場

重量級 優勝

第５６回選抜高校相撲十和田大会
期日 平成１９年８月１５日
会場 青森・十和田市相撲場

個人 優勝

第５１回選抜高校相撲宇佐大会
期日 平成１９年９月２日
会場 大分・宇佐市相撲場

個人 優勝

石浦 将勝 第２回全日本ジュニア体重別相撲選手権大会（３）
（青少年・文教課） 期日 平成１９年８月６日

会場 三重・伊勢神宮相撲場
軽量級 優勝

中居 佑太 第２回全日本ジュニア体重別相撲選手権大会（２）
（青少年・文教課） 期日 平成１９年８月６日

会場 三重・伊勢神宮相撲場
中量級 準優勝
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相撲部 第９１回高校相撲金沢大会
（５名） 期日 平成１９年５月２７日

会場 石川県卯辰山相撲場
石浦 将勝 団体 第３位（３）

（３）山口 雅弘
（３）冨田 春樹

（ ）バーサンドルジ ２
（３）清家 拓丸

（青少年・文教課）

相撲部 平成１９年度全国高等学校総合体育大会相撲競技
（７名） 期日 平成１９年８月４日

会場 佐賀・玄海町立社会体育館
石浦 将勝 団体 準優勝（３）

（３）山口 雅弘
（３）冨田 春樹

（ ）バーサンドルジ ２
（２）中居 佑太
（３）清家 拓丸

（２）野上 怜
（青少年・文教課）

相撲部 第５６回選抜高校相撲十和田大会
（５名） 期日 平成１９年８月１５日

会場 青森・十和田市相撲場
石浦 将勝 団体 優勝（３）

（３）山口 雅弘
（２）野上 怜

（ ）バーサンドルジ ２
（２）中居 佑太

（青少年・文教課）

相撲部 第５１回選抜高校相撲宇佐大会
（５名） 期日 平成１９年９月２日

会場 大分・宇佐市相撲場
石浦 将勝 団体 優勝（３）

（３）山口 雅弘
（ ）バーサンドルジ ２

（２）中居 佑太
（３）清家 拓丸

（青少年・文教課）


