
 

 

報告事項カ 

 

 

   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１２月２０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 ４名 

      中学生 ３名 

高校生５１名 計５８名（２８件） 

 

●小学生４名 ＜４件（個人４名・４件）＞※所属・学年は推薦時 

所属 氏名（学年） 

＜推薦者＞ 

表彰の理由 

米子市立弓ヶ浜小学
校 

（やすだ まい） 
安田 舞 （５年） 
＜米子市教育委員会＞ 

 

■第３６回全国JOCジュニアオリンピックカップ 夏期水泳

競技大会  

【大会日】平成２５年８月２５日～３０日 

【場 所】東京辰巳国際水泳場  

【主 催】公益財団法人日本水泳連盟、 

【後 援】文部科学省、公益財団法人日本オリンピック委員

会 他 

  

女子９～１１歳 １ｍ板飛込 第１位 

 

米子市立福生東小学
校 

（まえた はな） 
前田 花奈（４年） 

＜米子市教育委員会＞ 

■第３６回全国JOCジュニアオリンピックカップ 夏期水泳

競技大会  

【大会日】平成２５年８月２５日～３０日 

【場 所】東京辰巳国際水泳場  

【主 催】公益財団法人日本水泳連盟、 

【後 援】文部科学省、公益財団法人日本オリンピック委員

会 他 

  

女子９～１１歳 １ｍ板飛込 第２位 

 

智頭町立智頭小学校 （ひさもと りょうた） 

久本 遼太（５年） 

＜智頭町教育委員会＞ 

■第３６回全国JOCジュニアオリンピックカップ 夏期水泳

競技大会  

【大会日】平成２５年８月２５日～３０日 

【場 所】東京辰巳国際水泳場  

【主 催】公益財団法人日本水泳連盟、 

【後 援】文部科学省、公益財団法人日本オリンピック委員

会 他 

  

男子１０歳以下の部 ５０ｍ自由形 優勝 

 



 

 

北栄町北条小学校 （とくだ くうま） 
德田 空真（６年） 
＜北栄町教育委員会＞ 

■スポーツ祭東京２０１３ 第１３回全国障害者スポーツ大

会 オープン競技 スポーツチャンバラ競技会  

【大会日】平成２５年１０月１３日 

【場 所】府中市押市体育館  

【主 催】東京都スポーツチャンバラ協会 

【後 援】日本スポーツチャンバラ協会 

  

小学生高学年 小太刀 準優勝 

 

●中学生３名 ＜３件（個人３名・３件）＞※所属・学年は推薦時 

所属 氏名（学年） 

＜推薦者＞ 

表彰の理由 

鳥取市立東中学校 （きのした ひろあき） 
木下 寛章（３年） 

＜鳥取市教育委員会＞ 

■第１０回全国中学校弓道大会 JOCジュニアオリンピックカ

ップ大会  

【大会日】平成２５年８月１６日～１８日 

【場 所】全日本弓道連盟中央道場  

【主 催】公益財団法人全日本弓道連盟 

【後 援】文部科学省、公益財団法人日本オリンピック委員会

、公益財団法人日本中学校体育連盟 他 

  

個人競技（男子）の部優勝 及び 技能優秀賞 

 

南部町立法勝寺中学
校 

（うちだ すずは） 

内田 涼葉（３年） 

＜南部町教育委員会＞ 

■平成２４年度『北方領土に関する』全国スピーチコンテスト 

【大会日】平成２５年２月２３日 

【場 所】日本青年館中ホール  

【主 催】独立行政法人北方領土問題対策協会 

【後 援】内閣府、外務省、文部科学省 他 

 

内閣府特命担当大臣賞（第１位） 

 

伯耆町立岸本中学校 （いながき だいち） 
稲垣 大智（２年） 
＜伯耆町教育委員会＞ 

■平成２５年度全国中学校体育大会 第５３回全国中学校水

泳競技大会  

【大会日】平成２５年８月２１日～２３日 

【場 所】静岡県立水泳場 

【主 催】公益財団法人日本水泳連盟、公共財団法人日本中学

校体育連盟、静岡県教育委員会 他 

【後 援】文部科学省、全日本中学校長会、全国都道府県教育

長協議会、全国市町村教育委員会連合会 他 

  

男子２００ｍ平泳ぎ 第２位 

 

 



 

 

 

●高校生５１名 ＜２１件（個人１３名・１３件）（団体３８名・８件）＞※所属・学年は推薦時 

所属 氏名（学年） 

＜推薦者＞ 

表彰の理由 

鳥取工業高等学校 （にしかわ なおひろ） 

西川 直広（３年） 

（とくなが ひろゆき） 

徳永 寛之（３年） 

（にしお ゆうさく） 

西尾 優作（３年） 

＜鳥取工業高等学校＞ 

■第１０回WRO Japan決勝大会  

【大会日】平成２５年９月８日 

【場 所】BunB東京スポーツ文化館（東京江東区夢の島）  

【主 催】NPO法人WRO Japan  

【後 援】文部科学省、経済産業省 他 

  

プレゼン部門 プレゼン賞（第３位相当） 

 

智頭農林高等学校 （たけもと ひろき） 

竹元 裕貴（３年） 

（ふじき だいち） 

藤木 大地（３年） 

（かわぐち あつき） 

川口 淳希（２年） 

（ひらた てるまさ） 

平田 輝将（２年） 

（やまね たいき） 

山根 泰貴（２年） 

（にしだ まさき） 

西田 将貴（１年） 

＜智頭農林高等学校＞ 

■第５回全国高校生「観光甲子園」  

【大会日】平成２５年８月２５日 

【場 所】神戸夙川学院大学アリーナ  

【主 催】『観光甲子園』大会組織委員会 

【後 援】文部科学省、観光庁 他 

  

文部科学大臣賞（第１位相当） 

 

倉吉西高等学校 
 

（いまい とおる） 
今井 徹（３年） 
＜倉吉西高等学校＞ 

■平成２５年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会 

第５８回全国高等学校弓道大会  

【大会日】平成２５年８月１日～４日 

【場 所】西日本総合展示場特設弓道会場 

【主 催】公益財団法人全国高等学校体育連盟、公共財団法人

全日本弓道連盟、福岡県 他 

【後 援】文部科学省、公共財団法人日本体育協会、日本放送

協会 他 

 

 個人競技 男子の部 優勝 

（やまもと りな） 
山本 璃奈（２年） 
＜倉吉西高等学校＞ 

 

 個人競技 女子の部 優勝 

 

（ふじい たかひろ） 
藤井 貴宏（３年） 
（いまい とおる） 
今井 徹（３年） 
（かとう りく） 
加藤 陸（３年） 
（ささき かずや） 
佐々木 和哉（２年） 
（おおにし てつじ） 
大西 哲司（３年） 
（みやさか たいせい） 

 

 団体競技 男子の部 優勝 

 



 

 

宮坂 大成（２年） 
＜倉吉西高等学校＞ 

鳥取敬愛高等学校 （おぎはら まきと） 
荻原 蒔人（３年） 

■第３７回全国高等学校総合文化祭弁論部門第５９回文部科

学大臣旗全国高等学校弁論大会 

【大会日】平成２５年８月２日～３日 

【場 所】東彼杵町総合会館文化ホール 

【主 催】文化庁、公益財団法人全国高等学校文化連盟、長崎

県 他 

【後 援】全国都道府県教育長協議会、全国高等学校長協会、

長崎県高等学校長協会 

  

最優秀賞(文部科学大臣賞・文部科学大臣旗)（第１位相当） 

 

鳥取城北高等学校 
 

（みずた けんと） 
水田 健斗（３年） 
（きざき しんのすけ） 
木﨑 伸之助（３年） 
（なかしま のぞみ） 
中島 望（３年） 
（つつみ ゆうま） 
堤 勇磨（２年） 
＜鳥取城北高等学校＞ 

■第２７回全国選抜高等学校相撲弘前大会 

【大会日】平成２５年２月９日 

【場 所】青森県武道館 

【主 催】東北高等学校体育連盟相撲専門部、青森県相撲連盟 

【後 援】青森県、青森県教育委員会、青森県高等学校連盟、

青森県体育協会 他 

  

団体 優勝 

 

（なかしま のぞみ） 
中島 望（３年） 
＜鳥取城北高等学校＞ 

■第６４回全国高等学校相撲新人選手権大会 

【大会日】平成２５年３月１６日～１７日 

【場 所】高知県立春野総合運動公園相撲場 

【主 催】財団法人日本相撲連盟、公共財団法人全国高等学校

体育連盟 他 

【後 援】文部科学省、高知県 他 

  

 個人 優勝 

 

（みずた けんと） 
水田 健斗（３年） 
（きざき しんのすけ） 
木﨑 伸之助（３年） 
（なかしま のぞみ） 
中島 望（３年） 
（たにもと まさや） 
谷本 将也（３年） 
＜鳥取城北高等学校＞ 

■第９７回高等学校相撲金沢大会 

【大会日】平成２５年５月２６日 

【場 所】石川県卯辰山相撲場 

【主 催】財団法人日本相撲連盟、北信越高等学校体育連盟 

他 

【後 援】文部科学省、石川県、石川県教育委員会 他 

  

 団体 優勝 

 

（みずた けんと） 
水田 健斗（３年） 
（きざき しんのすけ） 
木﨑 伸之助（３年） 
（なかしま のぞみ） 
中島 望（３年） 
（たにもと まさや） 
谷本 将也（３年） 
（つつみ ゆうま） 

■平成２５年度全国高等学校総合体育大会相撲競技大会 第

９１回全国高等学校相撲選手権大会 

【大会日】平成２５年８月２日～４日 

【場 所】平戸文化センター 

【主 催】公共財団法人全国高等学校体育連盟、公共財団法人

日本相撲連盟、長崎県 他 

【後 援】文部科学省、公共財団法人日本体育協会、日本放送



 

 

堤 勇磨（２年） 
（せいけ りゅうじ） 
清家 隆志（２年） 
（ひろお たっせい） 
廣尾 達成（２年） 
＜鳥取城北高等学校＞ 

協会 他 

  

 団体戦 準優勝 

 

（きざき しんのすけ） 
木﨑 伸之助（３年） 
＜鳥取城北高等学校＞ 
 

 

 個人戦 優勝 

 

（せいけ りゅうじ） 
清家 隆志（２年） 
＜鳥取城北高等学校＞ 

■神宮奉納 第８回全日本ジュニア体重別相撲選手権大会 

【大会日】平成２５年８月６日 

【場 所】神宮相撲場 

【主 催】公共財団法人日本相撲連盟、伊勢市 伊勢市教育委

員会 他 

【後 援】神宮司庁、公共財団法人全国高等学校体育連盟相撲

専門部、東海相撲連盟 

 

 ８０ｋｇ未満級 準優勝 

 

（なかしま のぞみ） 
中島 望（３年） 
＜鳥取城北高等学校＞ 

 

 １００ｋｇ以上級 第３位 

 

鳥取城北高等学校 
 
 

（みずた けんと） 
水田 健斗（３年） 
（きざき しんのすけ） 
木﨑 伸之助（３年） 
（なかしま のぞみ） 
中島 望（３年） 
（たにもと まさや） 
谷本 将也（３年） 
＜鳥取城北高等学校＞ 
 

■第６２回選抜高校相撲十和田大会 

【大会日】平成２５年８月１５日 

【場 所】十和田市相撲場 

【主 催】公益財団法人日本相撲連盟、東北高体連相撲専門部

、十和田市、十和田市教育委員会 

【後 援】公益財団財団法人全国高等学校体育連盟相撲専門部

、青森県、青森県議会 他 

 

 団体戦 優勝 

 

（なかしま のぞみ） 
中島 望（３年） 
＜鳥取城北高等学校＞ 
 

 

 個人戦 第３位 

 

（みずた けんと） 
水田 健斗（３年） 
（きざき しんのすけ） 
木﨑 伸之助（３年） 
（なかしま のぞみ） 
中島 望（３年） 
（ひろお たっせい） 
廣尾 達成（２年） 
＜鳥取城北高等学校＞ 

■第５６回選抜高校相撲宇佐大会 

【大会日】平成２５年９月１日 

【場 所】宇佐市総合運動場宇佐相撲場 

【主 催】公益財団法人日本相撲連盟、宇佐市、宇佐市教育委

員会、毎日新聞社 

【後 援】文部科学省、九州高等学校体育連盟 他 

 

 団体戦 優勝 

 

米子松蔭高等学校 （あさの としや） 
浅野 寿弥（３年） 
＜米子松蔭高等学校＞ 

■竹内まりやプロデュース「愛しきわが出雲」CDジャケットデ

ザイン募集 

【大会日】平成２５年８月１０日 



 

 

【場 所】出雲市総合政策部政策企画室  

【主 催】出雲市 

 

最優秀賞（第１位相当） 

 

 

県立米子養護学校高
等部 

（ふじい まや） 
藤井 真夜（２年） 
＜米子養護学校＞ 

■第１３回全国障害者スポーツ大会  

【大会日】平成２５年１０月１２日～１４日 

【場 所】味の素スタジアム  

【主 催】厚生労働省、公益財団法人日本障害者スポーツ協会

、東京都 他 

【後 援】文部科学省 他 

  

女子 少年 陸上競技 ５０ｍ 第３位 

 

県立鳥取聾学校高等
部 
 

（さかもと こゆき） 
阪本 こゆき（２年） 
＜鳥取聾学校＞ 

■第３７回全国高等学校総合文化祭  

【大会日】平成２５年７月３１日～８月２日 

【場 所】長崎歴史文化会館  

【主 催】文化庁、全国高等学校文化連盟、長崎県 他 

【後 援】全国都道府県教育長協議会、全国高等学校長協会 

他 

  

写真部門 奨励賞（第３位相当） 

 

（なかむら かいち） 
中村 開知（２年） 
＜鳥取聾学校＞ 

■第１０回日本聴覚障害者陸上競技選手権大会  

【大会日】平成２５年６月２９日 

【場 所】ウインクアリーナ刈谷  

【主 催】日本聴覚障害者陸上競技協会  

【後 援】刈谷市、一般社会法人愛知県聴覚障害者協会 

  

男子１００ｍ 第２位 

 

（なかむら かいち） 
中村 開知（２年） 
＜鳥取聾学校＞ 

■第４７回全国ろうあ者体育大会inとやま  

【大会日】平成２５年９月１４日～１５日 

【場 所】富山県五福公園陸上競技場  

【主 催】一般財団法人全日本ろうあ連盟  

【後 援】厚生労働省、文部科学省、公益財団法人日本体育協

会 他 

  

１部男子１００ｍ 第３位 

 

 


