
報告事項ア

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２４年７月２４日

鳥取県教育委員会教育長 横 濵 純 一



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。

被表彰生徒 小学生１９名 中学生１０名 高校生１２名 計４１名（２３件） 

●小学生１９名 ＜４件（個人４名・３件）（団体１５名・１件）＞ ※所属・学年は大会時

所属 氏名（学年）

＜推薦者＞

表彰の理由

倉吉市立高城小学
校

倉吉市立社小学校

高城ナイツミニバスケ

ットクラブ

（かわの しんご）

河野 慎吾（６年）

（ふじもと りょう）

藤本 領（６年）

（みやさか ゆうた）

宮坂 雄太（６年）

（なかだ かい）

中田 開（６年）

（たにぐち りゅう）

谷口 颯（５年）

（さわだ みずき）

澤田 瑞生（５年）

（かわの こうき）

河野 航輝（５年）

（いしい りゅうせい）

石井 龍成（５年）

（ふじい ゆうや）

藤井 優弥（５年）

（さわだ ゆうり）

澤田 悠里（２年）

（かどわき そら）

加登脇 大空（２年）

（すぎのぶ）

杉信 イフェアニ（２年）
（すぎね たいき）

杉根 大希（１年）
（ふじい あとむ）

藤井 亜土夢(１年)

（なかい せぶん）

中井 星聞（５年）

＜倉吉市教育委員会＞

■第４３回全国ミニバスケットボール大会

【大会日】平成２４年３月２８日～３０日

【場 所】国立代々木競技場第１体育館・第２体育館

【主 催】（財）日本バスケットボール協会、日本ミニバスケ

ットボール連盟、朝日新聞社

【後 援】文部科学省、（公財）日本体育協会日本スポーツ少

年団、東京都教育委員会、日刊スポーツ新聞、朝日

学生新聞社 他

決勝トーナメントブロック 第３位
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岩美町立岩美南小
学校

（くまざわ ゆう）

熊澤 優（１年）

＜岩美町教育委員会＞

■第２３回読書感想画中央コンクール

【表彰日】平成２４年２月２４日

【場 所】如水会館（東京都 千代田区）

【主 催】毎日新聞社、（社）全国学校図書館協議会 他

小学校低学年の部 優良賞（３位相当）

湯梨浜町立東郷小
学校

（さくらい たける）

櫻井 タケル（４年）

＜東郷小学校＞

■第１６回全国少年少女選抜レスリング選手権大会

【大会日】平成２４年３月１０日～１１日

【場 所】東京・国立オリンピック記念青少年総合センター

【主 催】特定非営利活動法人全国少年少女レスリング連盟

【後 援】（財）日本レスリング協会

男子４年生３９㎏級 第２位

日南町立日南小学
校

（こだけ はな）

小竹 花（５年）

（はせがわ ゆうか）

長谷川 憂華（４年）

＜日南町教育委員会＞

■第１１回全国小学生ソフトテニス大会

【大会日】平成２４年３月３０日～３１日

【場 所】千葉県白子町・サニーコート他

【主 催】千葉県白子町・財団法人日本ソフトテニス連盟

【後 援】総務省・文部科学省・千葉県・千葉県教育委員

会 他

女子５年生個人 第３位
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●中学生 １０名 ＜６件（個人３名・４件）（団体７名・２件）＞ ※所属・学年は大会時

所属 氏名（学年）

＜推薦者＞

表彰の理由

鳥取市立西中学校 相撲部

（いわなが さとし）

岩永 俊（２年）

（こばやし こうき）

小林 幸樹（３年）

（まつざき りょう）

松崎 稜（３年）

＜鳥取市教育委員会＞

■第４２回親善少年相撲金沢大会

【大会日】平成２４年６月３日

【場 所】石川県卯辰山相撲場

【主 催】金沢市相撲連盟

【後 援】金沢市、金沢市教育委員会、金沢市子ども会連合、

北國新聞社、（社）石川県相撲連盟 他

中学生団体 優勝（第１位）

米子市立後藤ヶ丘
中学校

（しみず さや）

清水 沙彩（２年）

＜米子市教育委員会＞

■第１３回ショパン国際ピアノコンクールin ASIA

【開催日】平成２４年１月１０日

【場 所】横浜みなとみらい

【主 催】ショパン国際ピアノコンクールin ASIA組織委員会

【後 援】ポーランド共和国大使館、(株)音楽之友社、(株)シ

ョパン、(株)レッスンの友社、(株)全音楽譜出版、

ヤマハ(株) 他

銀賞（２位相当）

米子市立福米中学
校

（たまい たいが）

玉井 大翔（１年）

（たまい たいが）

玉井 大翔（２年）

＜米子市教育委員会＞

■２０１１全世界青少年空手道選手権大会

【大会日】平成２３年１２月３日～４日

【場 所】モスクワ市マーシャルアーツセンター

【主 催】極真空手道連盟 極真館ロシア支部

１２～１３歳 ５５㎏以下の部 第３位

■２０１２全日本青少年空手道選手権大会

【大会日】平成２４年４月２９日

【場 所】埼玉県戸田市スポーツセンター

【主 催】極真空手道連盟 極真館

【後 援】戸田市、株式会社セレモアつくば

中学校２年男子 重量級 優勝（第１位）

米子市立淀江中学
校

総合的な学習の時間

（いしくら ななみ）

石倉 菜々美（２年）

（おおやま みさと）

大山 美里（２年）

（おおむら もね）

大村 萌音（２年）

（まつなみ りほ）

松南 里歩（２年）

＜米子市教育委員会＞

■第３回私のまちのたからものコンテスト

【表彰日】平成２４年３月２６日

【場 所】ホテルメトロポリタンエドモント（東京都 千代田

区）

【主 催】公益社団法人日本ユネスコ協会連盟

【後 援】総務省、農林水産省、観光庁、日本ユネスコ国内委

員会、日本政府観光局 他

最優秀賞（日本ユネスコ協会連盟賞）（第１位相当）
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鳥取県立鳥取聾学
校（中学部）

（なかむら かいち）

中村 開知（３年）

＜鳥取聾学校＞

■第１１回全国障害者スポーツ大会「おいでませ！山口大会」

【大会日】平成２３年１０月２２日（土）～２４日（月）

【場 所】山口県維新百年記念公園陸上競技場

【主 催】厚生労働省、財団法人日本障害者スポーツ協会、

山口県

【後 援】文部科学省、(公財)日本体育協会、(社福)全国社会

福祉協議会、(社福)日本身体障害者団体連合会 他

陸上競技男子１００ｍ 第２位
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●高校生 １２名＜１３件（個人１０名・１２件）（団体４名（２名は個人と重複）・１件）＞

※所属・学年は大会時

所属 氏名（学年）

＜推薦者＞

表彰の理由

鳥取県立倉吉東高
等学校

（ついき たくや）

立木 琢也（２年）

＜倉吉東高等学校＞

■第６回全国高等学校囲碁選抜大会

【大会日】平成２４年３月２４日～２５日

【場 所】大阪商業大学（大阪府東大阪市）

【主 催】全国高等学校文化連盟囲碁専門部会、全国高等学

校囲碁連盟、読売新聞大阪本社、(財)関西棋院

【後 援】大阪府教育委員会、大阪商業大学

男子９路盤戦リーグ戦 優勝

鳥取県立倉吉西高
等学校

（さえき りょうすけ）

佐伯 亮輔（２年）

（さえき りょうすけ）

佐伯 亮輔（３年）

＜倉吉西高等学校＞

■平成２３年度全国高等学校選抜自転車競技大会

【大会日】平成２４年３月２３日～２４日

【場 所】福岡県北九州市（北九州メディアドーム）

【主 催】(財)日本自転車競技連盟、(財)全国高等学校体育

連盟

【後 援】文部科学省、NHK北九州放送局、朝日新聞社、毎日

新聞社 他

スプリント 優勝（第１位）

■第８１回全日本アマチュア自転車競技選手権大会トラック

・レース

【大会日】平成２４年５月２６日～２７日

【場 所】長崎県佐世保市（佐世保競輪場）

【主 催】(財)日本自転車競技連盟

【後 援】(財)JKA、長崎県、長崎県教育委員会、佐世保市、

(財)長崎県体育協会 他

１㎞タイムトライアル 優勝（第１位）

スプリント ２位

鳥取県立鳥取中央
育英高等学校

（やすだ なる）

安田 成（３年）

＜鳥取中央育英高等学校＞

■JOCジュニアオリンピックカップ２０１２年度全日本ジュ

ニアレスリング選手権大会

【大会日】平成２４年４月２１日～２２日

【場 所】神奈川県 横浜文化体育館

【主 催】(財)日本レスリング協会
【後 援】(財)日本オリンピック委員会、神奈川県教育委員

会、(財)神奈川県体育協会、神奈川新聞社 他

男子カデットの部

グレコローマンスタイル６３㎏級 準優勝（第２位）

鳥取県立米子東高
等学校

（みやこだ てるか）

都田 輝夏（３年）

＜米子東高等学校＞

■平成２４年度全国ジュニアカヌースラローム岡山大会

【大会日】平成２４年５月１２日～１３日

【場 所】岡山県岡山市北区建部町 旭川特設カヌー競技

場

【主 催】公益社団法人 日本カヌー連盟

【後 援】岡山市体育協会、建部町体育協会

スラロームジュニア女子Ｋ－１（総合） 第２位
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（ひしたに しんいちろう）

菱谷 眞一郎（３年）

＜米子東高等学校＞

■第６５回 朝日レガッタ

【大会日】平成２４年５月３日～６日

【場 所】滋賀県立琵琶湖漕艇場

【主 催】関西ボート連盟、朝日新聞社、滋賀県、滋賀県教

育委員会、大津市、大津市教育委員会

【後 援】滋賀県体育協会、大津市体育協会、朝日放送、日

刊スポーツ新聞社、日本ボート協会

高校男子 シングルスカル 第２位

（はまだ ゆき）

濱田 有紀（３年）

（あいみ はるな）

相見 晴奈（３年）

＜米子東高等学校＞

■第６５回 朝日レガッタ

【大会日】平成２４年５月３日～６日

【場 所】滋賀県立琵琶湖漕艇場

【主 催】関西ボート連盟、朝日新聞社、滋賀県、滋賀県教

育委員会、大津市、大津市教育委員会

【後 援】滋賀県体育協会、大津市体育協会、朝日放送、日

刊スポーツ新聞社、日本ボート協会

高校女子 ダブルスカル 第３位

鳥取城北高等学校
イチンノロブ（２年）

＜鳥取城北高等学校＞

■第２６回全国選抜高等学校相撲弘前大会

【大会日】平成２４年２月１１日

【場 所】青森県武道館 （弘前市運動公園内）
【主 催】東北高等学校体育連盟相撲専門部
【後 援】青森県、青森県教育委員会、青森県高等学校体育

連盟、弘前市、青森放送 他

個人 優勝（第１位）

■第６３回全国高等学校相撲新人選手権大会

【大会日】平成２４年３月１７日～１８日

【場 所】高知県立春野町総合運動公園

【主 催】（財）日本相撲連盟、（財）全国高等学校体育連盟、
高知新聞社、ＲＫＣ高知放送、

【後 援】文部科学省、高知県、高知県教育委員会、高知市、

毎日新聞社高知支局

個人 優勝（第１位）

（きざき しんのすけ）

木﨑 伸之助（１年）

＜鳥取城北高等学校＞

■第６３回全国高等学校相撲新人選手権大会

【大会日】平成２４年３月１７日～１８日

【場 所】高知県立春野町総合運動公園
【主 催】（財）日本相撲連盟、（財）全国高等学校体育連盟、

高知新聞社、ＲＫＣ高知放送、
【後 援】文部科学省、高知県、高知県教育委員会、高知市、

毎日新聞高知支局

個人 第３位
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相撲部団体
イチンノロブ（２年）
（きざき しんのすけ）

木﨑 伸之助（１年）
（よこた しんじゅ）

横田 新樹（２年）
（みずた けんと）

水田 健斗（１年）

＜鳥取城北高等学校＞

■第２６回全国選抜高等学校相撲弘前大会

【大会日】平成２４年２月１１日

【場 所】青森県武道館（弘前市運動公園内）

【主 催】東北高等学校体育連盟相撲専門部
【後 援】青森県、青森県教育委員会、青森県高等学校体育

連盟、弘前市、弘前市教育委員会 他

団体 準優勝（第２位）

米子北高等学校 （まつした あやか）

松下 文香（２年）

＜米子北高等学校＞

■第３０回全国高等学校アーチェリー選抜大会
【大会日】平成２４年３月２６日～２８日
【場 所】つま恋「多目的広場特設会場」（静岡県 掛川市）
【主 催】(公社)全日本アーチェリー連盟、(財)全国高等学

校体育連盟
【後 援】文部科学省、(財)日本オリンピック委員会、静岡

県、静岡県教育委員会 他

女子個人 第３位
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