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教育奨励賞

教育奨励賞は、教育長顕彰規程（昭和３５年９月１６日教育委員会教育長告示第１号）に基づき

行われる顕彰である。

児童・生徒の部は、当該年度において開催された学芸的な全国コンクールあるいはスポーツの全

国大会等で優秀な成績を収め、他の模範となる千葉県の公立小・中・高等学校又は公立特別支援学

校に在籍している児童生徒並びにその組織する団体に授与する。

教職員の部は、日々の地道な教育実践や職務に積極的に取り組み、優れた実績を上げている千葉

県の公立幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学校の教職員の中から性別、職種等にとらわれるこ

となくその功績をたたえ、教職員の資質と意欲の向上を図ることを目的に表彰するものである。

児童生徒の部（学芸部門 個人５７名）

氏 名・学 校 名 行 事 名 成 績

1 竹山 英里奈 第5回ヨーロッパ国際ピアノコンクー 金賞

八千代市立八千代台東小学校 ルin japan 審査員特別賞

５年 小学５・６年部門

2 戸谷 木香 2014年度ピティナピアノコンペティシ 金賞

八千代市立村上東小学校 ョン全国決勝大会

１年 Ａ１級

3 内田 くるみ 第38回「てのひら文庫賞」読書感想文 文部科学大臣賞

船橋市立葛飾小学校 全国コンクール

６年

4 前田 智陽 第38回「てのひら文庫賞」読書感想文 最優秀賞

船橋市立七林小学校 全国コンクール

５年

5 鈴木 崇純 第17回木の家・こんな家に住みたい作 国土交通大臣賞

市川市立八幡小学校 文コンクール

２年 低学年の部

6 牧野 航平 ｢第9回しきなみ子供短歌コンクール｣ 文部科学大臣賞

市川市立宮久保小学校 中学年の部

５年(受賞時４年)

7 中䑓 恵都 ｢第9回しきなみ子供短歌コンクール｣ 特選

市川市立宮久保小学校 中学年の部

５年(受賞時４年)

8 小林 真子 第10回家やまちの絵本コンクール 国土交通大臣賞

市川市立新井小学校 子どもの部（小学生以下）

４年

9 篠原 菜摘 第96回全国学校書初中央展 文部科学大臣奨

柏市立土小学校 小学生の部 励賞

６年

10 堀内 遥斗 2014全国あんざんコンクール 第１位

流山市立南流山小学校 小学校６年生の部

６年 関孝和先生顕彰 第６５回全日本珠算 優勝

競技大会

小学生の部 個人総合競技



- 2 -

氏 名・学 校 名 行 事 名 成 績

11 中山 莉里加 「道路ふれあい月間」推進標語 優秀賞

我孫子市立根戸小学校 小学生の部

５年

12 山本 花奈 第6回「いつもありがとう」作文コン 最優秀賞

佐倉市立井野小学校 クール

５年

13 林 和華 2014年度ピティナピアノコンペティシ 銀賞

佐倉市立寺崎小学校 ョン全国決勝大会

２年 Ａ１級

14 泉 杏佑 第29回「 We LOVE トンボ」絵画コン 環境大臣賞

四街道市立四街道小学校 クール

２年

15 寺嶋 文果 平成25年度ＪＡ共済全国小・中学生交 内閣府特命担当

香取市立小見川中央小学校 通安全ポスターコンクール 大臣賞

３年(受賞時２年) 小学１年生～３年生の小学校低学年の

部

16 野口 結菜 第64回全国小・中学校作文コンクール 文部科学大臣賞

茂原市立豊田小学校 小学校低学年の部

３年

17 向後 岬輝 平成25年度国土緑化運動ポスター原画 準特選

白子町立南白亀小学校 コンクール 林野庁長官賞

５年(受賞時４年) 小学校の部

18 高梨 大空 第18回全国小中学校児童・生徒環境絵 文部科学大臣賞

勝浦市立郁文小学校 画コンクール

４年 小学生の部

19 小笠原 怜 第57回ＪＡ共済全国小・中学生書道コ 農林水産大臣賞

木更津市立岩根小学校 ンクール

２年(受賞時１年) 小学生低学年半紙の部

20 片山 昊醒 第17回図書館を使った調べる学習コン 優秀賞・図書館

袖ケ浦市立蔵波小学校 クール 振興財団賞

３年(受賞時２年) 小学生の部（低学年）

21 重城 大翔 第17回図書館を使った調べる学習コン 優秀賞・日本児

袖ケ浦市立奈良輪小学校 クール 童教育振興財団

５年(受賞時４年) 小学生の部（中学年） 賞

22 川井 一真 第17回図書館を使った調べる学習コン 文部科学大臣賞

市原市立姉崎小学校 クール

２年(受賞時１年) 小学生の部（低学年）

23 遠山 晃大朗 第17回図書館を使った調べる学習コン 文部科学大臣賞

市原市立姉崎小学校 クール

５年(受賞時４年) 小学生の部（中学年）

24 内山 日菜 第17回図書館を使った調べる学習コン 観光庁長官賞

市原市立光風台小学校 クール

６年(受賞時５年) 小学生の部（高学年）
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氏 名・学 校 名 行 事 名 成 績

25 遠藤 なゆ 第2回日本全国こども郷土料理サミッ 郷土愛賞

千葉市立西小中台小学校 ト

５年

26 大井戸 奈桜 第15回ショパン国際ピアノコンクール 銀賞

千葉市立あすみが丘小学校 in ASIA

５年(受賞時４年) 小学３・４年生部門

27 山本 大地 日本学校合奏コンクール 金賞

船橋市立宮本中学校 ソロ＆アンサンブルコンテスト

２年 ソロ部門

28 芝田 日菜 日本学校合奏コンクール 金賞

船橋市立海神中学校 ソロ＆アンサンブルコンテスト

２年 ソロ部門

29 小松 瑞季 日本学校合奏コンクール 文部科学大臣賞

船橋市立海神中学校 ソロ＆アンサンブルコンテスト

３年 ソロ部門

30 清水 伶香 第68回全日本学生音楽コンクール 第２位

松戸市立根木内中学校 バイオリン部門 中学生の部

２年

31 千葉 幸奈 第71回全国学校秀作美術展覧会 文部科学大臣奨

流山市立東部中学校 中学校の部 励賞

３年

32 黒澤 大地 2014年度全日本ユース珠算選手権大会 第１位

流山市立西初石中学校 みとり暗算

３年 第68回全大阪オープン珠算選手権大会 最優秀

中学生の部

33 色本 藍 平成27年度愛鳥週間用ポスター原画コ 公益財団法人日

香取市立小見川中学校 ンクール 本鳥類保護連盟

３年 総裁賞

34 牧野 綾香 第53回下水道の日「下水道いろいろコ 国土交通大臣賞

茂原市立東中学校 ンクール」

２年(受賞時１年) 絵画・ポスター部門

中学生の部

35 宮城 里奈 第18回全国小中学校児童・生徒環境絵 環境大臣賞

茂原市立茂原中学校 画コンクール

３年 中学校の部

36 桑野 梨菜 平成26年度「河川愛護月間」絵手紙 優秀賞（国土交

茂原市立西陵中学校 中学生の部 通事務次官賞）

２年

37 屋代 真由 第3回全国いのちの食育書道展 文部科学大臣賞

勝浦市立興津中学校

３年(受賞時２年)

38 北根 るるか 第64回全国小・中学校作文コンクール 読売新聞社賞

いすみ市立岬中学校 中学校の部

３年
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氏 名・学 校 名 行 事 名 成 績

39 鳥海 奏子 第17回図書館を使った調べる学習コン 文部科学大臣賞

袖ケ浦市立根形中学校 クール

１年(受賞時 根形小６年) 小学生の部（高学年）

40 鶴岡 侑真 第17回図書館を使った調べる学習コン 文部科学大臣賞

袖ケ浦市立平川中学校 クール

３年(受賞時２年) 中学生の部

41 江㞍 姫花 第66回全国学生書道展 全国学生書道展

袖ケ浦市立平川中学校 半切1/2の部 大賞

３年

42 齋藤 亜美 第15回全国中学生創造ものづくり教育 文部科学大臣賞

市原市立辰巳台中学校 フェア

３年 「豊かな生活を創るアイデアバッグ」

コンクール

43 牛 栄子 第35回文部科学大臣杯少年少女囲碁大 準優勝

千葉市立新宿中学校 会全国大会

３年 中学生の部

44 板倉 淳晟 全国小中学生作文絵画コンテスト 宇宙航空研究開

千葉市立誉田中学校 絵画の部 発機構理事長賞

２年 中学生部門

45 櫻井 陽菜 第47回埼玉全国舞踊コンクール 第１位

千葉市立貝塚中学校 クラシックバレエ部門ジュニア部

３年

46 西澤 由佳 第59回文部科学大臣杯全国青年弁論大 最優秀賞

千葉県立千葉女子高等学校 会

２年 中高生の部

47 黒木 雪音 第15回ショパン国際ピアノコンクール コンチェルト賞

千葉県立千城台高等学校 in ASIA

１年 (受賞時 千葉市立大宮 コンチェルトB部門

中３年)

48 鈴木 真凜 第13回岐阜女子大学全国書道展 大賞

千葉県立国府台高等学校

３年

49 登坂 百香 第49回高野山競書大会 弘法大師賞

千葉県立東葛飾高等学校 学生部（競書）

３年

50 後藤 倫 平成 26年度第8回高校生理科研究発表 最優秀賞

千葉県立柏高等学校 会

３年

51 錦織 奈々 全国高等学校家庭クラブ連盟主催 文部科学大臣賞

千葉県立佐倉東高等学校 平成26年度第20回全国高校生クリエイ

３年 ティヴコンテスト 被服・編み物
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氏 名・学 校 名 行 事 名 成 績

52 比氣 直子 全国高等学校家庭クラブ連盟主催 クリエイティヴ賞

千葉県立佐倉東高等学校 平成26年度第20回全国高校生クリエイテ

３年 ィヴコンテスト 被服・編み物

53 伊場 彩乃 第12回和洋女子大学競書大会 学長賞

千葉県立君津高等学校 半切の部

２年

54 伊東 萌菜 第13回岐阜女子大学全国書道展 大賞

千葉県立袖ヶ浦高等学校

３年

55 内山 優香 第53回伊勢神宮奉納書道展 文部科学大臣賞

千葉県立袖ヶ浦高等学校 高校生の部

３年

56 白石 真帆 第12回和洋女子大学競書大会 文部科学大臣賞

千葉県立袖ヶ浦高等学校 半切の部

３年

57 鶴岡 幸恵 第63回大正大学全国書道展 文部科学大臣賞

千葉県立袖ヶ浦高等学校

３年

児童生徒の部（学芸部門 団体２６団体）

氏 名・学 校 名 行 事 名 成 績

1 船橋市立宮本小学校 日本学校合奏コンクール 郡山市長賞

管弦楽部 2014全国大会グランドコンテスト

小学校の部

2 船橋市立峰台小学校 日本学校合奏コンクール 文部科学大臣賞

音楽部 ソロ＆アンサンブルコンテスト

アンサンブル部門

3 船橋市立高根東小学校 平成25年度こども音楽コンクール 文部科学大臣奨励賞

音楽部 小学校管楽合奏部門

4 柏市立酒井根西小学校 第20回日本管楽合奏コンテスト全国大会 文部科学大臣賞

吹奏楽部 小学校部門 最優秀グランプリ賞

5 長村 郁実(３年) 2014年度ピティナピアノコンペティショ 金賞

長村 拓実(３年) ン全国決勝大会 連弾中級

八千代市立高津中学校

6 船橋市立船橋中学校 日本学校合奏コンクール2014全国大会グ 文部科学大臣賞

管弦楽部 ランドコンテスト 中学校の部

日本学校合奏コンクールソロ＆アンサン 金賞

ブルコンテスト アンサンブル部門

7 船橋市立葛飾中学校 平成25年度こども音楽コンクール 文部科学大臣奨励賞

管弦楽部 中学校合奏第二の部

8 船橋市立法田中学校 第27回全日本マーチングコンテスト 金賞

吹奏楽部 中学の部
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氏 名・学 校 名 行 事 名 成 績

9 船橋市立高根中学校 平成25年度こども音楽コンクール 審査員特別賞

吹奏楽部 中学校管楽合奏部門

10 松戸市立第一中学校 第67回全日本合唱コンクール 金賞

合唱部 全国大会 中学混声部門

11 松戸市立第一中学校 第62回全日本吹奏楽コンクール 金賞

吹奏楽部 中学の部

12 松戸市立第四中学校 第62回全日本吹奏楽コンクール 金賞

中学の部

13 柏市立酒井根中学校 第62回全日本吹奏楽コンクール 金賞

吹奏楽部 中学の部

14 野田市立南部中学校 第27回全日本マーチングコンテスト 金賞

吹奏楽部 中学の部

第41回マーチングバンド・カラーガード 金賞

全国大会 中学生大編成部門

15 野田市立南部中学校 第73回全国教育美術展 文 部 科 学 大 臣 奨

全国学校賞 励賞

16 鎌ケ谷市立第二中学校 第45回全日本ギターコンクール 特別金賞

ギター部 合奏部門学校の部

17 けいさんぎのう 関孝和先生顕彰 第65回全日本珠算競技 優勝

大会 中学校の部 文部科学大臣賞

18 千葉県立千葉商業高等学校 U-22プログラミングコンテスト 経 済 産 業 省 商 務

情報処理部 CCH－IPC－C 情報政策局長賞

19 千葉県立幕張総合高等学校 第81回NHK全国学校音楽コンクール 金賞

合唱団 高等学校の部

20 千葉県立幕張総合高等学校 日本学校合奏コンクール2014全国大会グ 文部科学大臣賞

シンフォニックオーケスト ランドコンテスト

ラ部 高等学校の部

21 千葉県立八千代高等学校 日本学校合奏コンクールソロ＆アンサン 金賞

猪田 実咲(２年) ブルコンテスト

新野ほのか(２年) アンサンブル部門高等学校

前澤 藍(１年)

22 千葉県立八千代高等学校 第38回全国高等学校総合文化祭 文化庁長官賞

郷土芸能部門和太鼓部門

23 千葉県立長生高等学校 千葉大学第17回数理科学コンクール 金欅賞

武田 智(１年) 課題の部

中村 梨久(１年)

24 千葉県立袖ヶ浦高等学校 第5回全国青少年書き初め大会 文部科学大臣賞

書道部 高校生の部

25 習志野市立習志野高等学校 第27回全日本マーチングコンテスト 金賞

高校以上の部

26 柏市立柏高等学校 第62回全日本吹奏楽コンクール 金賞

吹奏楽部 高校の部

第26回全日本高等学校選抜吹奏楽大会 浜松市長賞

ゴールデン賞
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児童生徒の部（スポーツ部門 個人１７名）

氏 名・学 校 名 行 事 名 成 績

1 吉田 アラシ 第31回全国少年少女レスリング選手権大会 優勝

市川市立大野小学校 小学生の部5年生42kg級

５年

2 浅倉 巧留 第31回全国少年少女レスリング選手権大会 優勝

柏市立柏第五小学校 女子の部4年生33kg級

４年

3 金澤 空大 第31回全国少年少女レスリング選手権大会 優勝

柏市立中原小学校 小学生の部3年生+42kg級

３年

4 池田 陽 第31回全国少年少女レスリング選手権大会 優勝

柏市立松葉第二小学校 女子の部4年生26kg級

４年

5 太田 真蓉 第31回全国少年少女レスリング選手権大会 優勝

野田市立七光台小学校 女子の部5年生27kg級

５年

6 福丸 晴大 第31回全国少年少女レスリング選手権大会 優勝

鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 小学生の部6年生55kg級

６年

7 吉岡 和美 Ｂ＆Ｇ全国少年少女カヌー大会 優勝

佐倉市立王子台小学校 男子フラットスラローム

５年

8 佐藤 滉介 小学生特別指導会兼第5回全日本小学生ボウリ 優勝

千葉市立花見川第一小学校 ング競技大会

４年 小学4年生の部男子

9 木川田 優大 第14回全国障害者スポーツ大会 優勝

松戸市立第四中学校 長崎がんばらんば大会2014 一般男子卓球

３年

10 甲斐 ひなた 第14回全国障害者スポーツ大会 第１位

柏市立逆井中学校 長崎がんばらんば大会2014 800m

２年

11 関 飛翔 第36回全国JOCジュニアオリンピックカップ春 第１位

千葉市立幕張西中学校 季水泳競技大会

１年 11-12歳男子200m個人メドレー

12 柏原 未知 第14回全国障害者スポーツ大会 第１位

千葉県立千葉盲学校中学部 長崎がんばらんば大会2014 800ｍ，1500ｍ

３年

13 椋田 愛梨 第51回全国聾学校卓球大会 滋賀大会 一部女 優勝

千葉県立千葉聾学校 子個人

３年

14 中村 生 第14回全国障害者スポーツ大会 第１位

千葉県立特別支援学校 長崎がんばらんば大会2014 100ｍ

流山高等学園 １年

15 飯田 健也 第14回全国障害者スポーツ大会 第１位

千葉県立特別支援学校 長崎がんばらんば大会2014 50ｍ，立幅跳

流山高等学園 ２年
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16 倉本 翼 第14回全国障害者スポーツ大会 第１位

千葉県立特別支援学校 長崎がんばらんば大会2014 100ｍ，400ｍ

流山高等学園 ３年

17 安西 伸浩 第14回全国障害者スポーツ大会 第１位

千葉県立安房特別支援学校 長崎がんばらんば大会2014 800ｍ，1500ｍ

３年

児童生徒の部（スポーツ部門 団体７団体）

団 体 名 行 事 名 成績

1 千葉県松戸市立第六中学校 平成 26年度全日本少年少女武道（弓道）錬成大 優秀賞

弓道部 会 女子の部

2 中村 安里 平成 26年度小・中・高校生ボールルームダンス 優勝

千葉市立本町小学校６年 ・全日本チャンピオンシップ

石垣 和宏 小学生高学年の部 男女カップルスタンダード

市川市立大洲小学校６年 部門２種目総合

3 木下 将希 平成 26年度小・中・高校生ボールルームダンス 優勝

佐倉市立間野台小学校２年 ・全日本チャンピオンシップ

小西 乙愛 小学生低学年の部 男女カップルスタンダード

千葉市立都賀の台小学校２年 部門 ワルツ

4 鈴木 心菜 第13回全国小学生ソフトテニス大会 女子４年生 優勝

い す み 市 立 大 原 小 学 校 ５ 年 以下ダブルス

（受賞時４年）

中村 楓香

睦沢町立土睦小学校５年

（受賞時４年）

5 日本空手協会君津支部 文部科学大臣杯第57回小学生・中学生全国空手 優勝

石井 康介 道選手権大会兼 船越義珍杯第13回少年世界空

富津市立青堀小学校４年 手道選手権大会予選会

千葉 翔太

富津市立青堀小学校４年

富津市立飯野小学校４年

6 石垣 真衣 平成 26年度小・中・高校生ボールルームダンス 優勝

市川市立大洲中学校３年 ・全日本チャンピオンシップ

渡辺 安登 中学生の部 男女カップルスタンダード部門

佐倉市立志津中学校３年

7 千葉県立千葉聾学校 第51回全国聾学校卓球大会 滋賀大会 一般女子 優勝

卓球部 団体
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教職員の部（個人 ５０名）

氏 名 学 校 名・職 名 功 績

1 久光 玲子 習志野市立第一中学校 教諭 教科指導等 (道徳)

2 宗像 桂子 八千代市立西高津小学校 教諭 教科指導（体育・図画工作

・家庭）

3 塩田 明子 八千代市立八千代台西中学校 教諭 教科指導（音楽）

4 中村 大地 船橋市立葛飾小学校 教諭 教科指導（理科）

5 木下 圭子 船橋市立法典東小学校 教諭 教科指導（体育）

6 生方 慶子 船橋市立薬円台南小学校 教諭 教科指導（音楽）

7 千田 馨 船橋市立小室小学校 教諭 特別支援教育

8 大澤 安子 船橋市立船橋特別支援学校 事務長 学校事務の推進

9 石井 ゆかり 市川市立北方小学校 教諭 教科指導（音楽）

10 中村 あづさ 市川市立妙典小学校 教諭 教科指導等（総合的な学習

の時間）

11 髙橋 薫子 浦安市立日の出小学校 養護教諭 教科指導等（いのちの学習）

12 吉田 惠美子 浦安市立高洲北小学校 教諭 教科指導（社会）

13 小倉 真代 浦安市立東野小学校 教諭 教科指導（図画工作）

14 生井 久恵 松戸市立幸谷小学校 教諭 教科指導等（特別活動）

15 須藤 美加 柏市立藤心小学校 教諭 教科指導（社会）

16 金子 孝澄 野田市立南部中学校 教諭 教科指導（音楽）

17 山田 桂一 野田市立二川中学校 教諭 若手教員の育成

18 内堀 祐子 流山市立江戸川台小学校 教諭 教科指導（理科）

19 渡辺 春子 流山市立東部中学校 教諭 教科指導（美術）

20 倉岡 慶子 我孫子市立根戸小学校 教諭 教科指導（算数・国語）

21 荒井 眞由美 我孫子市立並木小学校 教諭 特別支援教育

22 樋口 清和 我孫子市立白山中学校 教諭 生徒指導



- 10 -

氏 名 学 校 名・職 名 功 績

23 髙木 晴美 鎌ケ谷市立西部小学校 教諭 教科指導（理科）

24 細川 浩美 佐倉市立佐倉中学校 教諭 教科指導(家庭科)

25 高橋 清孝 香取市立佐原小学校 教諭 教科指導(体育)

26 猪野 真理子 山武市立成東小学校 栄養教諭 食育の推進

27 積田 裕子 茂原市立豊田小学校 教諭 教科指導(国語)

28 青木 紀子 茂原市立茂原小学校 教諭 教科指導(社会)

29 滝口 敬史 大多喜町立大多喜中学校 教諭 教科指導等 (国語・道徳)

30 鈴木 教予 大多喜町立大多喜中学校 養護教諭 保健指導

31 森田 妙子 木更津市立木更津第一小学校 養護教諭 保健指導

32 相川 千夏 木更津市立太田中学校 教諭 教科指導(体育)

33 渡邊 政彦 袖ケ浦市立平川中学校 教諭 地域との交流

34 瀧瀬 久美子 市原市立辰巳台東小学校 教諭 教科指導（音楽）

35 原田 広美 市原市立湿津小学校 教諭 生徒指導

36 荒井 裕見子 市原市立加茂中学校 養護教諭 保健指導

37 村松 邦生 市原市立若葉中学校 教諭 教科指導（理科）

38 渡邉 美香 千葉市立本町小学校 教諭 教科指導等(特別活動)

39 古市 要子 千葉市立桜木小学校 教諭 教科指導（国語・書写）

40 黒川 由美子 千葉市立金沢小学校 主任栄養士 学校給食の促進

41 石塚 直樹 千葉市立末広中学校 教諭 教科指導(図画工作・美術)

42 内藤 利枝子 千葉市立花園中学校 教諭 教科指導(家庭科)

43 飯田 優子 千葉市立大宮中学校 養護教諭 保健指導

44 髙嶋 聡明 県立千葉工業高等学校 教諭 教科指導(工業）
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45 千葉 雅也 県立船橋高等学校 教諭 進路指導

46 草刈 廣直 県立市川工業高等学校 教諭 国際理解教育の推進

47 片岡 紀之 県立流山おおたかの森高等学校 主幹教諭 国際理解教育の推進

48 赤木 陽子 県立桜が丘特別支援学校 教諭 特別支援教育

49 八尋 信一 県立船橋特別支援学校 教諭 地域社会と学校との共生

50 木村 恵まり 県立市原特別支援学校つるまい風の丘分校 進路指導

教諭


