
報告事項ツ

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２５年３月１６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６名 中学生１３名 高校生１０名  計２９名（２４件） 
 

●小学生６名 ＜６件（個人６名・６件）＞ 

所属 氏名（学年） 

＜推薦者＞ 

表彰の理由 

倉吉市立小鴨小学校 （しみず ななこ） 

清水 菜々子（６年） 

＜倉吉市教育委員会＞ 

■第１５回全日本小学生女子相撲大会 

【大会日】平成２４年１０月１４日（日） 

【場 所】佐賀県唐津市体育の森公園相撲場  

【主 催】財団法人日本相撲連盟、日本女子相撲連盟 

【後 援】日本相撲振興会、日本学生相撲連盟、佐賀県、財団

法人佐賀県体育協会、唐津市 他 

  

６年生の部 ５０㎏未満級 第３位 

 

境港市立外江小学校 （たかなし かんたろう） 
髙梨 貫太朗（４年） 

＜境港市教育委員会＞ 

■平成２４年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクー

ルならびに歯・口の健康啓発標語コンクール 

【募集期限】平成２４年９月２８日（金） 

【審査結果通知】平成２４年１０月５日  

【主 催】社団法人日本学校歯科医会、社団法人日本歯科医師会 

【後 援】文部科学省 

  

小学校の部 最優秀賞（文部科学大臣賞） 

 

八頭町立船岡小学校 （のぐち なつき） 

野口 夏輝（４年） 

＜八頭町教育委員会＞ 

■第２４回「全国児童水辺の風景画コンテスト」 

【募集期限】平成２４年１０月１日（月） 

【審査結果発表】平成２４年１１月１日（木）  

【主 催】公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団 

【後 援】文部科学省、国土交通省、環境省、農林水産省 他 

 

文部科学大臣賞（１位相当） 

  

北栄町立大栄小学校 （たけとし だいき） 
竹歳 大輝（２年） 
＜北栄町教育委員会＞ 

■山陰海岸ジオパーク 第２回岩美キッズトライアスロン全

国大会 

【大会日】平成２４年９月２日（日） 

【場 所】岩美郡岩美町大谷海岸及び網代新港周辺  

【主 催】岩美キッズトライアスロン全国大会実行委員会 

【後 援】鳥取県、鳥取県教育委員会、公益財団法人鳥取県体

育協会、日本赤十字社鳥取県支部 他 

 

キッズカテゴリー２ 第２位 
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南部町立西伯小学校 （かめお みのり） 

亀尾 美緑（３年） 

＜南部町教育委員会＞ 

■「住みよい地球」全国小学生作文コンクール２０１２ 

【募集期限】平成２４年１０月１日  

【審査結果通知】平成２４年１１月 

【主 催】岩谷産業株式会社 

【後 援】全国連合小学校長会、全国市町村教育委員会連合会

全国小中学校環境教育研究会 他 

  

低学年の部 最優秀賞 

 

江府町立江府小学校 （うらべ つばさ） 

浦部 翼（１年） 

＜江府町教育委員会＞ 

■平成２５年用 国土緑化運動・育樹運動ポスター原画コンク

ール 

【募集期限】平成２４年９月１０日（月） 

【審査結果通知】平成２４年１２月２０日（木）  

【主 催】公益社団法人 国土緑化推進機構 

  

小学校の部 

準特選（林野庁長官賞）２位相当 

 

 

●中学生 １３名 ＜６件（個人５名・５件）（団体８名・１件）＞ 

所属 氏名（学年） 

＜推薦者＞ 

表彰の理由 

北栄町立大栄中学校 （ひろよし かんじ） 

廣芳 寛治（３年） 
＜北栄町教育委員会＞ 

■第３８回世界スポーツチャンバラ選手権大会 

【大会日】平成２４年１１月４日 

【場 所】国立オリンピック記念青少年総合センター  

【主 催】国際スポーツチャンバラ協会、公益社団法人 日本

スポーツチャンバラ協会 

 

個人戦 打突競技部門・二刀５級～１０級 第３位 

 

琴浦町立赤碕中学校 （てしま ゆたか） 

手嶋 豊（３年） 
（しおたに はやと） 

塩谷 快斗（１年） 
（すぎもと みずき） 

杉本 瑞輝（１年） 
（みやした りょうた） 

宮下 諒太（１年） 
（なかぐち けんた） 

中口 賢太（１年） 
（ふくだ ゆうが） 

福田 悠河（１年） 
（つる まさみち） 

鶴 真充（１年） 
（なかい だいち） 

中井 大智（１年） 
＜琴浦町教育委員会＞ 

■第４７回全国野生生物保護実績発表大会 

【大会日】平成２４年１１月２６日（月） 

【場 所】環境省２階講堂（東京都千代田区）  

【主 催】環境省、公益財団法人日本鳥類保護連盟 

【後 援】文部科学省、林野庁 

 

環境省自然保護局長賞（３位相当） 

 

鳥取県立鳥取聾学校 
中学部 

（はまつ しおり） 

濵津 志織（１年） 
＜鳥取聾学校＞ 

■平成２４年度 第１９回全国特別支援学校文化祭 

【募集期限】平成２４年１１月２２日（木） 

【審査日】平成２４年１２月２３日（日）  

【主 催】全国特別支援学校長会、全国特別支援学校文化連盟 

 

写真部門 聾学校長会長賞（２位相当） 
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鳥取県立鳥取聾学校 
中学部 

（しみず そうすけ） 

清水 颯介（２年） 
＜鳥取聾学校＞ 

■第５６回 全国学芸サイエンスコンクール 

【募集期限】平成２４年９月２６日（水） 

【審査日】平成２４年１２月  

【主 催】株式会社旺文社 

【後 援】内閣府、文部科学省、環境省 

 

 環境分野・写真部門 中学生の部 銅賞（３位相当） 

 

鳥取県立鳥取聾学校 
ひまわり分校 中学
部 

（あらい ほのか） 

新井 ほのか（２年） 
＜鳥取聾学校＞ 

■平成２４年度 第１９回全国特別支援学校文化祭  

【募集期限】平成２４年１１月２２日（木） 

【審査日】平成２４年１２月２３日（日）  

【主 催】全国特別支援学校長会、全国特別支援学校文化連盟 

 

 書道部門 りそな銀行賞（最優秀賞） 

 

鳥取県立鳥取聾学校 
ひまわり分校 中学
部 

（ほそだ あやと） 

細田 彩斗（３年） 
＜鳥取聾学校＞ 

■平成２４年度 第１９回全国特別支援学校文化祭  

【募集期限】平成２４年１１月２２日（木） 

【審査日】平成２４年１２月２３日（日）  

【主 催】全国特別支援学校長会、全国特別支援学校文化連盟 

 

 写真部門 聾学校長会長賞（２位相当） 

 

 

●高校生 １０名 ＜１２件（個人９名・１１件）（団体２名（１名は個人と重複）・１件）＞  

所属 氏名（学年） 

＜推薦者＞ 

表彰の理由 

鳥取県立倉吉西高等
学校 
 

（かとう りく） 

加藤 陸（２年） 
＜倉吉西高等学校＞ 

■第３１回全国高等学校弓道選抜大会 

【大会日】平成２４年１２月２４日（月）～２６日（水） 

【場 所】神奈川県相模原市立総合体育館 

【主 催】公益財団法人全日本弓道連盟、公益社団法人全国

高等学校体育連盟 

【後 援】文部科学省、神奈川県、神奈川県教育委員会、公

益財団法人神奈川県体育協会、相模原市 他 

  

個人競技 男子の部 優勝  

 

鳥取県立鳥取中央育
英高等学校 
 

（こうりき ひでゆき） 

高力 秀幸（２年） 
（たかた ともあき） 

高田 知尭（３年） 
 
＜鳥取中央育英高等学
校＞ 

■第３回全国高等学校選抜クライミング選手権大会 

【大会日】平成２４年１２月２２日・２３日 

【場 所】埼玉県加須市民体育館 

【主 催】社団法人日本山岳協会、公益財団法人全国高等学

校体育連盟、加須市、加須市教育委員会 

【後 援】文部科学省、公益財団法人日本体育協会、埼玉県

教育委員会 他 

 

学校対抗戦 男子団体優勝 
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鳥取県立鳥取中央育
英高等学校 
 

（たかた ともあき） 

高田 知尭（３年） 
 
＜鳥取中央育英高等学
校＞ 

■第３回全国高等学校選抜クライミング選手権大会 

【大会日】平成２４年１２月２２日・２３日 

【場 所】埼玉県加須市民体育館 

【主 催】社団法人日本山岳協会、公益財団法人全国高等学

校体育連盟、加須市、加須市教育委員会 

【後 援】文部科学省、公益財団法人日本体育協会、埼玉県

教育委員会 他 

 

個人 第３位 

 

鳥取県立日野高等学
校 
 

（にしむら えり） 

西村 えり（３年） 
＜日野高等学校＞ 

■第１０回全国和牛能力共進会和牛審査競技会 

【日 時】平成２４年１０月２７日（土） 

【場 所】長崎県佐世保市ハウステンボス特設会場 

【主 催】公益社団法人全国和牛登録協会 

【後 援】日本学校農業クラブ連盟、全国農業高等学校長協

会 

 

高校生の部 優秀賞（２位） 

 

鳥取県立鳥取聾学校
高等部 
 
 
 
 
 

（はやし かなこ） 

林 佳奈子（１年） 
＜鳥取聾学校＞ 

■第２７回障害者による書道・写真全国コンテスト 

【応募締切】平成２４年１０月３日 

【主 催】公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会 

【後 援】株式会社福祉新聞社、障害者福祉センター等全国

連絡協議会、社会福祉法人全日本手をつなぐ育成

会 他 

 

書道部門 金賞 

 

鳥取県立鳥取聾学校
高等部 
 

（なかむら かいち） 

中村 開知（１年） 
＜鳥取聾学校＞ 

■第５６回全国学芸サイエンスコンクール 

【応募締切】平成２４年９月２６日（水） 

【結果発表】平成２４年１２月 

【主 催】株式会社旺文社 

【後 援】内閣府、文部科学省、環境省 

 

環境分野・写真部門 高校生の部 金賞 

 

鳥取県立鳥取聾学校
高等部 
 

（なかむら かいち） 

中村 開知（１年） 
＜鳥取聾学校＞ 

■第１２回全国障害者スポーツ大会「ぎふ清流大会」 

【大会日】平成２４年１０月１３日（土）～１５日（月） 

【場 所】岐阜メモリアルセンター長良川競技場 

【主 催】厚生労働省、公益財団法人日本障害者スポーツ協

会、岐阜県 他 

【後 援】文部科学省、公益財団法人日本体育協会、社会福

祉法人全国社会福祉協議会 他 

 

１００ｍ（男子） 第２位  
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鳥取県立鳥取聾学校
高等部 
 

（なかむら かいち） 

中村 開知（１年） 
＜鳥取聾学校＞ 

■第１２回全国障害者スポーツ大会「ぎふ清流大会」 

【大会日】平成２４年１０月１３日（土）～１５日（月） 

【場 所】岐阜メモリアルセンター長良川競技場 

【主 催】厚生労働省、公益財団法人日本障害者スポーツ協

会、岐阜県 他 

【後 援】文部科学省、公益財団法人日本体育協会、社会福

祉法人全国社会福祉協議会 他 

 

２００ｍ（男子） 第２位  

 

鳥取県立鳥取聾学校
高等部 
 

（かがた あずさ） 

加賀田 梓（３年） 
＜鳥取聾学校＞ 

■第１２回全国障害者スポーツ大会「ぎふ清流大会」 

【大会日】平成２４年１０月１３日（土）～１５日（月） 

【場 所】岐阜県大垣市総合体育館 

【主 催】厚生労働省、公益財団法人日本障害者スポーツ協

会、岐阜県 他 

【後 援】文部科学省、公益財団法人日本体育協会、社会福

祉法人全国社会福祉協議会 他 

 

一般卓球女子 第３位 

 

鳥取県立鳥取聾学校
高等部 
 

（はまお たかふみ） 

濱尾 昂史（３年） 
＜鳥取聾学校＞ 

■第５６回全国学芸サイエンスコンクール 

【応募締切】平成２４年９月２６日 

【結果発表】平成２４年１２月 

【主 催】株式会社旺文社 

【後 援】内閣府、文部科学省、環境省 

 

環境分野・写真部門 高校生の部 銅賞（３位相当） 

 

米子松蔭高等学校 
 

（のぐち みと） 

野口 美綸（２年） 
＜米子松蔭高等学校＞ 

■ＮＨＫ鳥取放送局マンガコンテスト 

【表彰式】平成２４年１１月２５日（日） 

【場 所】鳥取駅コンコース 

【主 催】ＮＨＫ鳥取放送局 

 

短編マンガ部門 総合グランプリ（優勝） 

 

米子松蔭高等学校 （ふじもと まなみ） 

藤本 真奈美（３年） 
＜米子松蔭高等学校＞ 

■平成２４年度「河川愛護月間」“絵手紙” 

【応募締切】平成２４年９月２４日（月） 

【結果発表】平成２５年１月１１日（金） 

【主 催】国土交通省 

 

優秀賞（国土交通事務次官賞）（２位相当） 
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