
１　児童・生徒の部（学芸部門　個人　５２名）

No. 氏名 学校名 学年 行事名 成績

1 小髙　楓月 習志野市立実籾小学校 2年 第52回手紙作文コンクール 文部科学大臣賞

2 小幡　大智 八千代市立みどりが丘小学校 3年
大山名人杯争奪　第18回全国小学生倉敷
王将戦

優勝

3 北原　優 船橋市立前原小学校 5年 第15回Ｕ18将棋スタジアム 優勝

4 隂山　育睦 市川市立鬼高小学校 5年 実用数学技能検定 文部科学大臣賞

5 池田　乃彩 浦安市立明海南小学校 3年 第8回全国書写書道総合大会 文部科学大臣賞

6 樫原　陸翔 流山市立流山小学校 1年 2019年全国あんざんコンクール 第１位

7 髙嶋　優 流山市立西初石小学校 2年 2019年全国あんざんコンクール 第１位

8 髙嶋　駿 流山市立西初石小学校 6年
全国珠算競技大会
そろばんクリスマスカップ2019

第２位

9 高砂　和凜花 佐倉市立弥富小学校 4年
第22回「木のあるくらし」作文コンクー
ル

国土交通大臣賞

10 和田　築子 成田市立久住小学校 3年(受賞時2年) 第6回「親守詩」全国大会 審査委員長賞

11 坂倉　悠月 四街道市立栗山小学校 6年 第33回公募硬筆競書展 準大賞

12 佐藤　なのは 香取市立佐原小学校 5年(受賞時4年)
平成30年度土砂災害防止に関する絵画・
作文

優秀賞（事務次官賞）

13 中嶋　翠 大網白里市立大網小学校 4年 第26回英語読み上げ算競技　全国大会 １等

14 今井　琉月 茂原市立東郷小学校 5年(受賞時4年) 平成31年第43回書き初め誌上展 大賞

15 松本　知彩 勝浦市立勝浦小学校 6年
第23回ぼくたちの地球を守ろう小学生・
中学生ポスターコンクール

環境大臣賞

16 加藤　穂夏 勝浦市立豊浜小学校 4年
第29回ぼくたちの地球を守ろう小学生・
中学生作文コンクール

文部科学大臣賞

17 小茶　健悟 袖ケ浦市立昭和小学校 2年(受賞時1年)
公益財団法人図書館振興財団主催
第22回「図書館を使った調べる学習コン
クール」

国連生物多様性の10年日本委
員会賞

18 中塚　千尋 袖ケ浦市立蔵波小学校 2年(受賞時1年)
公益財団法人図書館振興財団主催
第22回「図書館を使った調べる学習コン
クール」

優秀賞・ＮＨＫ賞

19 長浜　希美 袖ケ浦市立奈良輪小学校 3年(受賞時2年)
公益財団法人図書館振興財団主催
第22回「図書館を使った調べる学習コン
クール」

優秀賞・日本児童教育振興財
団賞

20 天間　公祥 袖ケ浦市立奈良輪小学校 5年(受賞時4年)
公益財団法人図書館振興財団主催
第22回「図書館を使った調べる学習コン
クール」

文部科学大臣賞

21 倉持　よつば 袖ケ浦市立奈良輪小学校 6年(受賞時5年)
公益財団法人図書館振興財団主催
第22回「図書館を使った調べる学習コン
クール」

文部科学大臣賞

22 伊達　まり 千葉市立緑町小学校 3年(受賞時2年)
第20回ショパン国際ピアノコンクールin
ASIA

銀賞

23 佐藤　ゆめ葉 千葉市立こてはし台小学校 6年 第66回全国少年新春書道展 特選

24 大田　結愛 千葉市立大木戸小学校 2年 第5回全国そろばんコンクール決勝大会
優勝
千葉県教育委員会教育長賞

25 新海　奏太 千葉市立美浜打瀬小学校 2年
第43回 ピテｲナ・ピアノコンペティショ
ン「四期」が学べるピアノコンクール全
国決勝大会

銀賞

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又は国際コンクールあるいはスポーツの全国又は国際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・義務教育・高等学校及び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・義務教育・高等学校及び
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。



No. 氏名 学校名 学年 行事名 成績

26 内山 このみ 船橋市立船橋中学校 3年
第8回日本学校合奏コンクール2019全国大
会ソロ＆アンサンブルコンテスト

金賞
文部科学大臣賞(全国第１位)

27 滿留　莉子 船橋市立宮本中学校 3年
第8回日本学校合奏コンクール2019全国大
会ソロ＆アンサンブルコンテスト

金賞
郡山市長賞

28 末原　蓮 船橋市立行田中学校 3年 花まる学習会杯ジュニア本因坊戦 優勝

29 加堂　結彩 市川市立第七中学校 2年
中学生・高校生のための第16回 日本管弦
打楽器ソロ・コンテスト

文部科学大臣賞

30 清水　七海 流山市立南流山中学校 3年 第48回学生墨林綜合書展 文部科学大臣賞

31 大岩　宝新
流山市立おおたかの森中学校

（流山市立おおたかの森小学校）
1年(受賞時6年) 全日本学生音楽コンクール

第２位
横浜市民賞（聴衆賞）

32 佐藤　亜美 我孫子市立久寺家中学校 3年 2019年あんざんコンクール 第１位

33 原　悠泰 佐倉市立井野中学校 2年(受賞時1年) 第9回日本バッハコンクール
ベスト賞
金賞

34 柳田　蓮
袖ケ浦市立昭和中学校

（袖ケ浦市立奈良輪小学校）
1年(受賞時6年)

公益財団法人図書館振興財団主催
第22回「図書館を使った調べる学習コン
クール」

優秀賞・日本児童教育振興財
団賞

35 村田　智哉 袖ケ浦市立昭和中学校 2年(受賞時1年)
公益財団法人図書館振興財団主催
第22回「図書館を使った調べる学習コン
クール」

優秀賞・読売新聞社賞

36 柳田　亮玖 袖ケ浦市立平川中学校 3年(受賞時2年)
公益財団法人図書館振興財団主催
第22回「図書館を使った調べる学習コン
クール」

優秀賞・日本児童教育振興財
団賞

37 鎗水　あやね 千葉市立葛城中学校 2年 2019青少年航空宇宙絵画国際コンテスト 優秀賞

38 桑畑　史華 千葉市立小中台中学校 3年
第20回全国中学生創造ものづくり教育
フェア　生徒作品コンクール

厚生労働大臣賞

39 中澤　里菜 千葉市立花園中学校 2年 世界青少年発明工夫展（ＩＥＹＩ2019）
銀メダル
タイ特別賞

40 吉田　春香 千葉市立土気南中学校 2年
令和元年度第48回JA共済全国小・中学生
交通安全ポスターコンクール

内閣府特命担当大臣賞

41 髙橋　李佳 千葉県立幕張総合高等学校 2年 弘法大師奉賛　第54回高野山競書大会 内閣総理大臣賞

42 小出　沙雪 千葉県立国府台高等学校 2年 大正大学全国書道展 文部科学大臣賞

43 池田　真歩 千葉県立国府台高等学校 2年 和洋女子大学競書大会 読売新聞社賞

44 林　愛子 千葉県立国府台高等学校 2年 二松学舎大学生徒学生文芸コンクール 最優秀賞

45 金本　奈那 千葉県立国府台高等学校 2年 第10回記念全国学生防災書道展 復興大臣賞

46 鈴木　優加 千葉県立国府台高等学校 2年 第25回全日本高等学校書道コンクール 大賞

47 田村　真夕 千葉県立国府台高等学校 2年 第25回全日本高等学校書道コンクール 大賞

48 杉本　真由 千葉県立国府台高等学校 3年 第25回全日本高等学校書道コンクール 大賞

49  義史 千葉県立国府台高等学校 3年 第25回全日本高等学校書道コンクール 大賞

50 三神　杏友 千葉県立国府台高等学校 3年 第25回全日本高等学校書道コンクール 大賞

51 白倉　光喜 千葉県立松戸南高等学校 3年

令和元年度第67回全国高等学校定時制通
信制生徒
生活体験発表大会
－　定通高校生の青春メッセージ　－

文部科学大臣賞

52 橋本　泰知 千葉県立袖ヶ浦高等学校 3年 第56回全日本書き初め大展覧会 内閣総理大臣賞



２　児童・生徒の部（学芸部門　団体　３８団体）

No. 団体名 行事名 成績

1 習志野市立大久保小学校　吹奏楽部 第38回全日本小学生バンドフェスティバル 銀賞

2 習志野市立谷津小学校　管弦楽部
第8回 日本学校合奏コンクール2019全国大会
　グランドコンテスト

文部科学大臣賞
金賞

3 船橋市立峰台小学校　音楽部（平成30年度） 平成30年度TBSこども音楽コンクール 文部科学大臣賞

4 船橋市立峰台小学校　音楽部（令和元年度） 令和元年度TBSこども音楽コンクール 文部科学大臣賞

5 船橋市立行田東小学校　音楽部
第8回日本学校合奏コンクール2019全国大会
　グランドコンテスト

金賞
千葉県教育長賞（2位相当）

6 柏市立柏第二小学校　吹奏楽部 2019(第25回)日本管楽合奏コンテスト全国大会
最優秀グランプリ賞
文部科学大臣賞

7 柏市立柏第三小学校　吹奏楽部 2019(第25回)日本管楽合奏コンテスト全国大会 最優秀賞

8 野田市立中央小学校 第49回世界児童画展 文部科学大臣奨励賞

9 ダンススタジオ夢工房　CHASERS
ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2019 決勝大会
第19回全日本チアダンス選手権大会
第17回全日本学生チアダンス選手権大会

1位

10
我孫子市立我孫子第四小学校
　吹奏楽部

第25回日本管楽合奏コンテスト全国大会 最優秀賞

11 佐倉ジュニア合唱団
第2回東京国際合唱コンクール2019
　児童合唱部門
　フォルクロア部門

金賞・第２位
金賞・第２位

12
成田市立神宮寺小学校　池田 慶太
成田市立中台小学校　  池田 永奈

2019年度ピティナ・ピアノコンペティション
　全国決勝大会　連弾初級Ｂ

金賞

第25回日本管楽合奏コンテスト全国大会 最優秀賞

第32回全日本マーチングコンテスト 審査員特別賞　金賞

第8回 日本学校合奏コンクール2019全国大会
　ソロ＆アンサンブルコンテスト
　　アンサンブル部門・中学校の部

金賞　文部科学大臣賞（全国第１位）

第8回 日本学校合奏コンクール2019全国大会
　グランドコンテスト
　　管弦楽部門・中学校の部

金賞　文部科学大臣賞（全国第１位）

15 船橋市立宮本中学校　管弦楽部 令和元年度TBSこども音楽コンクール 審査員特別賞

16 船橋市立八木が谷中学校　ギター部 第50回全日本ギターコンクール 特別金賞　ＮＫＧ大賞

17 船橋市立法田中学校　吹奏楽部 第32回全日本マーチングコンテスト 金賞

18 松戸市立第二中学校　吹奏楽部 第25回日本管楽合奏コンテスト全国大会 最優秀賞

第25回日本管楽合奏コンテスト全国大会 最優秀賞　審査員特別賞

第8回日本学校合奏コンクール2019全国大会
　グランドコンテスト

金賞　千葉県教育長賞

20 松戸市立小金中学校　吹奏楽部 第25回日本管楽合奏コンテスト全国大会 最優秀賞

21
松戸市立小金中学校・科学部
　・Ｆｏｒｅｓｔ（フォレスト）

ロボカップジュニアジャパンオープン2019和歌山 １位

22 松戸市立小金南中学校　吹奏楽部 第25回日本管楽合奏コンテスト全国大会 最優秀賞

第67回全日本吹奏楽コンクール 金賞

2019(第25回)日本管楽合奏コンテスト全国大会 最優秀賞

24 柏市立豊四季中学校　吹奏楽部 2019(第25回)日本管楽合奏コンテスト全国大会 最優秀賞

習志野市立第四中学校13

松戸市立第六中学校　管弦楽部19

船橋市立船橋中学校　管弦楽部14

柏市立酒井根中学校　吹奏楽部23



No. 団体名 行事名 成績

第46回マーチングバンド全国大会 銀賞

第32回全日本マーチングコンテスト 金賞

26 流山市立北部中学校　吹奏楽部 2019(第25回)日本管楽合奏コンテスト全国大会 最優秀賞

2019年第17回ジュニア打楽器アンサンブル
　コンクール全国大会

最優秀グランプリ賞

2019(第25回)日本管楽合奏コンテスト全国大会 最優秀グランプリ賞・文部科学大臣賞

28 千葉市立土気中学校
2019年第17回ジュニア打楽器アンサンブル
　コンクール全国大会

最優秀賞

29 千葉市立幕張西中学校
第20回全国中学生創造ものづくり教育フェア
　「あなたのためのおべんとう」コンクール

文部科学大臣賞

30 The Monkeys 全国英語歌唱コンクール 最優秀賞

31
千葉県立幕張総合高等学校
　シンフォニックオーケストラ部

第8回日本学校合奏コンクール2019全国大会
　グランドコンテスト

金賞・文部科学大臣賞

32 千葉県立八千代高等学校　吹奏楽部 2019 第25回日本管楽合奏コンテスト全国大会 最優秀賞

33 千葉県立下総高等学校　自動車部A
本田宗一郎杯 Honda エコ マイレッジ
　チャレンジ 2019 第39回全国大会

優勝

34 千葉県立下総高等学校　自動車部B
本田宗一郎杯 Honda エコ マイレッジ
　チャレンジ 2019 第39回全国大会

2位

35 千葉県立大原高等学校　生物部　化学研究班 第43回全国高等学校総合文化祭2019さが総文 優秀賞

36 習志野市立習志野高等学校　吹奏楽部 第32回全日本マーチングコンテスト 金賞

第31回全日本高等学校選抜吹奏楽大会 浜松市長賞

第67回全日本吹奏楽コンクール 銀賞

2019（第25回）日本管楽合奏コンテスト全国大会 最優秀グランプリ　文部科学大臣賞

第32回全日本マーチングコンテスト 銀賞

38 千葉県立国府台高等学校　書道部 第10回全国青少年書き初め大会 ＮＨＫ会長賞（全国２位）

東金市立東金中学校27

柏市立柏高等学校　吹奏楽部37

野田市立南部中学校　吹奏楽部25



NO 氏名 所属
学年

（受賞時）
競技 大会名等 種目・部門名等 成績

1 椿　真拓 成田市立桜田小学校 6年 陸上競技
日清食品カップ
第35回全国小学生
陸上競技交流大会

男子コンバインドB 第1位

2 長谷川　愛良 旭市立中和小学校 6年 陸上競技
日清食品カップ
第35回全国小学生
陸上競技交流大会

女子コンバインドA 第1位

3 古市　せら 野田市立清水台小学校 3年 レスリング
第36回全国少年少女
レスリング選手権大会

女子の部　3年生
22㎏級

優勝

4 保坂　樹奈 鎌ケ谷市立道野辺小学校 4年 レスリング
第36回全国少年少女
レスリング選手権大会

女子の部　4年生
+36㎏級

優勝

5 金澤　永和 柏市立中原小学校 4年 レスリング
第36回全国少年少女
レスリング選手権大会

小学生の部　4年生
++45㎏級

優勝

6 片岡　優 柏市立柏第五小学校 5年 レスリング
第36回全国少年少女
レスリング選手権大会

女子の部　5年生
28㎏級

優勝

7 山田　航大 柏市立豊小学校 5年 レスリング
第36回全国少年少女
レスリング選手権大会

小学生の部　5年生
42㎏級

優勝

8 木村　美海 我孫子市立我孫子第二小学校 6年 レスリング
第36回全国少年少女
レスリング選手権大会

女子の部　6年生
45㎏級

優勝

9 古市　大翔 野田市立清水台小学校 6年 レスリング
第36回全国少年少女
レスリング選手権大会

小学生の部　6年生
34㎏級

優勝

10 椎名　遥玖 柏市立逆井小学校 6年 レスリング
第36回全国少年少女
レスリング選手権大会

小学生の部　6年生
32㎏級

優勝

11 八幡　真希 東庄町立笹川小学校 1年 空手道
第19回全日本少年少女
空手道選手権大会

組手の部
小学校1年生　女子

優勝

12 松永 かなめ 白井市立桜台小学校 ４年 空手道
文部科学大臣杯
第62回小学生中学生
全国空手道選手権大会

形の部
小学生4年生 女子

優勝

13 重原　純奈 市川市立幸小学校 3年 ゴルフ
IMGA
世界ジュニア選手権

7-8歳女子 第1位

14 山口　大琥 船橋市立八栄小学校 1年 テコンドー
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
第12回全日本ジュニアテコンドー選手権大会

キョルギの部
小学１年生男子
21㎏超級

優勝

15
TUMNIIMAGNAI
TUGULDUR

八千代市立大和田小学校 2年 テコンドー
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
第12回全日本ジュニアテコンドー選手権大会

キョルギ（組手）
小学２年生男子
24kg超級

優勝

16 森脇　成矢 船橋市立法典東小学校 3年 テコンドー
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
第12回全日本ジュニアテコンドー選手権大会

キョルギの部
小学３年生男子
28kg超級

優勝

17
TUMNIIMAGNAI
TEMUULEN

八千代市立大和田小学校 5年 テコンドー
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
第12回全日本ジュニアテコンドー選手権大会

キョルギ（組手）
小学５年生男子
41kg以下級

優勝

３　児童・生徒の部（スポーツ部門　個人　１７名）



NO 団　　体　　名 大会名等の名称 成績

1 ダンススタジオ　みやおか
JBDF.Junior Dance Festival 2019
小・中・高校生ボールルームダンス 全日本チャンピオンシップ
小学生低学年 男女 スタンダード部門

優勝

JBDF.Junior Dance Festival 2019
小・中・高校生ボールルームダンス全日本チャンピオンシップ
中学生女子同士 スタンダード部門

優勝

JBDF.Junior Dance Festival 2019
小・中・高校生ボールルームダンス全日本チャンピオンシップ
中学生女子同士 ラテンアメリカ部門

優勝

４　児童・生徒の部（スポーツ部門　団体　２団体）

ダンススタジオ　みやおか2



５　教職員の部（個人　３０名）

Ｎｏ 氏名 学校名 職名 備考

1 髙原　圭子 八千代市立八千代台西小学校 教諭 生徒指導の推進

2 小野澤　美行 船橋市立薬円台南小学校 教諭 社会科教育の推進

3 市川　聡美 市川市立福栄小学校 教諭 道徳科教育の推進

4 植草　真由美 習志野市立第七中学校 栄養教諭 職務の改善及び推進（食育指導）

5 川﨑　康晴 浦安市立高洲中学校 教諭 技術・家庭科（技術分野）教育の推進

6 田島　忍 松戸市立梨香台小学校 教諭 算数科教育の推進

7 新井　直子 野田市立関宿中央小学校 教諭 道徳科教育の推進

8 石川　千恵子 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 教諭 音楽科教育の推進

9 前場　拓志 流山市立南流山中学校 主幹教諭 社会科教育の推進

10 小堀　景子 香取市立北佐原小学校 教諭 音楽科教育の推進

11 畔蒜　友子 香取市立山田小学校 養護教諭 職務の改善及び推進（養護教諭）

12 髙橋　敦子 山武市立大富小学校 教諭 算数科教育の推進

13 髙木　由美子 大網白里市立増穂北小学校 教諭 特別支援教育の推進

14 宇野　友美 茂原市立五郷小学校 教諭 算数科教育の推進

15 山口　晋 茂原市立南中学校 教諭 美術科教育の推進

16 髙松　洋子 いすみ市立大原中学校 教諭 技術・家庭科（家庭分野）教育の推進

17 稲村　和栄 木更津市立木更津第一中学校 養護教諭 職務の改善及び推進（養護教諭）

18 宮原　良和 市原市立八幡小学校 主査 職務の改善及び推進（学校事務）

19 唐澤　美奈子 市原市立有秋西小学校 養護教諭 職務の改善及び推進（養護教諭）

20 仲村　通洋 市原市立五所小学校 教諭 職務の改善及び推進（教務主任）

21 村中　智重子 千葉市立土気小学校 栄養教諭 職務の改善及び推進（食育指導）

22 佐藤　晃代 千葉市立泉谷小学校 教諭 道徳科教育の推進

23 髙橋　礼子 千葉市立葛城中学校 主任主事 職務の改善及び推進（学校事務）

24 貴家　香子 千葉市立新宿中学校 教諭 国語科教育（書写）の推進

25 須藤　渉 千葉市立さつきが丘中学校 教諭 社会科教育の推進

26 小瀬　眞由美 千葉市立草野中学校 教諭 特別支援教育の推進

27 髙 　和子 松戸国際高等学校 教諭 英語科教育の推進

28 長　新人 銚子市立銚子高等学校 教諭 生徒指導・部活動指導の推進

29 磯野　悦子 大網白里特別支援学校 教諭 特別支援教育の推進

30 染谷　智子 船橋特別支援学校 養護教諭
職務の改善及び推進
（特別支援学校における保健指導）


