
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 岩﨑　凜子 市川市立富美浜小学校 ４年
第４２回「てのひら文庫賞」読書感想文全
国コンクール

最優秀賞
文部科学大臣賞特別賞

2 三田　祥一 市川市立鬼高小学校 ３年 第51回手紙作文コンクール 文部科学大臣賞

3 深田　琉々花 船橋市立三山小学校
２年

（受賞時１年）
第６回全国書写書道伝統文化大会 文部科学大臣賞

4 砂原　奏 船橋市立葛飾小学校 ６年 第１２回小学生女子将棋名人戦　全国大会 優勝

5 増田　絵心 習志野市立津田沼小学校 １年
平成３０年度「国土と交通に関する図画コ
ンクール」

国土交通大臣賞

6 上野　孝太郎 柏市立柏の葉小学校 ５年 ２０１８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 １年 ２０１８年全国あんざんコンクール 第１位

8 大岩　宝新 流山市立おおたかの森小学校 ６年
第３５回全日本ジュニアクラッシック音楽
コンクール

第1位

9 石黒　煌也 我孫子市立根戸小学校 ５年
「ふじおか教育の日」記念事業　関孝和先
生顕彰　第６９回全日本珠算競技大会

優勝

10 桑原　栞乃 佐倉市立志津小学校 ４年
第５７回下水道の日「下水道いろいろコン
クール」
富士山書き初め2019

日本下水道協会会長賞

最優秀賞

11 横内　敬文 佐倉市立志津小学校 ６年 全国小・中学生作品コンクール 文部科学大臣賞

12 佐瀬　英麗奈 印西市立小倉台小学校 １年
第37回「海とさかな」自由研究・作品コン
クール

農林水産大臣賞

13 小久保　陽斗 印西市立平賀小学校 ４年
生命の源、海や水への想いを伝えようプロ
ジェクトざぶん賞2018（第17回）

国土交通大臣賞

14 伊藤　里空乃 香取市立瑞穂小学校
３年

（受賞時２年）
児童福祉週間標語 厚生労働大臣賞

15 石井　瑠星 香取市立佐原小学校
３年

（受賞時２年）
平成２９年度
明るい選挙啓発ポスターコンクール

文部科学大臣・総務大臣賞（連
名）

16 柏﨑　勇人 香取市立佐原小学校
６年

（受賞時５年）
平成２９年度
土砂災害防止に関する絵画･作文

国土交通事務次官賞（優秀賞）

17 松本　知彩 勝浦市立勝浦小学校 ５年
“ぼくたちの地球を守ろう”第２２回　小
学生・中学生ポスターコンクール

外務大臣賞

18 佐藤　妃蘭 勝浦市立勝浦小学校 ６年
“ぼくたちの地球を守ろう”第２８回　小
学生・中学生作文コンクール

外務大臣賞

19 平野　光優 袖ケ浦市立蔵波小学校
３年

（受賞時２年）
第２１回「図書館を使った調べる学習コン
クール」

観光庁長官賞

20 早川　智基 袖ケ浦市立昭和小学校
６年

（受賞時５年）
第２１回「図書館を使った調べる学習コン
クール」

第二席
優秀賞・日本児童教育振興財団
賞

21 柳田　蓮 袖ケ浦市立奈良輪小学校
（受賞時：袖ケ浦市立平岡小学校）

６年
（受賞時５年）

第２１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 國府田　陽貴 千葉市立新宿小学校
２年

（受賞時１年）
第３１回感動作文コンクール 優秀賞

23 三宅　葉月 千葉市立幸町小学校
２年

（受賞時１年）
第６３回 青少年読書感想文全国コンクー
ル

全国学校図書館協議会長賞(優
良作品)

24 佐藤　ゆめ葉 千葉市立こてはし台小学校
５年

（受賞時４年）
第２４回公募日本習字展 観峰大賞

25 杉本　いぶき 千葉市立宮野木小学校
６年

（受賞時５年）
第８回日本バッハコンクール
全国大会

ベスト賞
金賞

26 表　稀彩 千葉市立幕張小学校 ４年
第9回ヨーロッパ国際ピアノコンクール in
Japan

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

27 藤枝　幸志郎 千葉市立おゆみ野南小学校 ４年
「すごいぞ！パラリンピック」
絵画・作文コンクール

金賞

28 森井　昭之典 千葉市立検見川小学校 ５年
株式会社ゆうちょ銀行主催第43回ゆうちょ
アイデア貯金箱コンクール

ゆうちょ銀行賞

29 遠藤　愛佳 千葉市立緑町小学校 ６年
第9回ヨーロッパ国際ピアノコンクール
inJapan

金賞

30 内山　瑠菜 船橋市立習志野台中学校
（受賞時：習志野台第二小学校）

１年
(受賞時小６年)

第６回全国書写書道伝統文化大会 文部科学大臣賞

31 渡邉　蒼礼 船橋市立宮本中学校
２年

（受賞時１年）
第２２回全日本中学生・高校生管打楽器ソ
ロコンテスト

第２位

32 坪田　美菜 船橋市立船橋中学校 ３年
第７回日本学校合奏コンクール2018全国大
会ソロ＆アンサンブルコンテスト

千葉市教育長賞

33 山本　萌乃果 八千代市立村上東中学校 ２年 第20回ショパン国際ピアノコンクール 銀賞

34 林　佳歩 八千代市立村上東中学校 ２年 第10回環境教育ポスターコンクール 文部科学大臣賞

35 鏑木　美希 流山市立常盤松中学校 ３年
平成３０年度「歯・口の健康に関する図
画・ポスターコンクール」

文部科学大臣賞
最優秀賞

36 田口　諒真 我孫子市立我孫子中学校
３年

（受賞時２年）

関孝和先生顕彰全日本珠算競技大会
全国珠算競技会そろばんクリスマスカップ
２０１７

２等
第２位

37 小梛　清香 白井市立桜台中学校 ２年
生命の源、海や水への想いを伝えようプロ
ジェクトざぶん賞2018（第17回）

環境大臣賞

38 久我　拓人 茂原市立南中学校 ２年
第５７回下水道の日
「下水道いろいろコンクール」

国土交通大臣賞

39 横山　莉玖 茂原市立東中学校 ２年 心の輪を広げる障害者理解促進事業 最優秀賞（内閣総理大臣賞）

40 矢部　千晴 茂原市立冨士見中学校 ３年 第68回全国小・中学校作文コンクール
文部科学大臣賞
（部門の最高賞）

41 松本　淳穂 白子町立白子中学校 ３年
平成３０年度障害者雇用支援月間ポスター
原画(絵画・写真）募集

厚生労働大臣賞

42 黒澤　優那 木更津市立清川中学校 ３年 第３３回全国書写書道展覧会 文部科学大臣賞

43 阿相　悠音 袖ケ浦市立長浦中学校
３年

（受賞時２年）
第２１回「図書館を使った調べる学習コン
クール」

優秀賞・日本児童図書出版協会
賞

44 多田　陽菜乃 千葉市立小中台中学校 ３年
第19回全国中学生「創造ものづくり教育
フェア」

厚生労働大臣賞

45 菅谷　茉友 千葉県立幕張総合高等学校 ３年 第72回全日本学生音楽コンクール全国大会 第1位

46 鈴木　結衣 千葉県立八千代高等学校 ２年 第２４回全日本高等学校書道コンクール 大賞

47 渡邉　詩苑 千葉県立八千代高等学校 ３年
第３９回ホームソーイング小・中・高校生
作品コンクール

優秀賞

48 筧　汐織 千葉県立津田沼高等学校
３年

（受賞時２年）
第２２回全日本中学生・高校生管打楽器ソ
ロコンテスト

第１位
文部科学大臣賞

49 廣津　義史 千葉県立国府台高等学校 ２年 岐阜女子大学全国書道展 大賞

50 安川　鈴菜 千葉県立国府台高等学校 ３年 第１６回和洋女子大学競書大会 学長賞

51 宍倉　夏未 千葉県立袖ヶ浦高等学校 ２年
二松學舍大学主催全国学生・生徒文芸コン
クール

最優秀賞

52 大竹　恩譜 千葉県立袖ヶ浦高等学校 ３年 第５７回伊勢神宮奉納書道展 文部科学大臣賞



２　児童・生徒の部（学芸部門　団体　３２団体）

No. 団体名 行事名 成績

1 市川市立塩焼小学校第６学年 ２０１７年度第６７回全国小・中学校・ＰＴＡ新聞コンクール 最優秀賞

2 船橋市立西海神小学校・器楽部
第７回 日本学校合奏コンクール２０１８全国大会ソロ＆アンサンブルコ
ンテスト

金賞
千葉県教育長賞

3 習志野市立大久保小学校吹奏楽部 第３７回全日本小学校バンドフェスティバル 金賞

4 習志野市立谷津小学校管弦楽クラブ 平成３０年度こども音楽コンクール 文部科学大臣賞

5 柏市立酒井根小学校吹奏楽部 第３７回全日本小学校バンドフェスティバル 銀賞

6 柏市立酒井根東小学校吹奏楽部 ２０１８（第２４回）日本管楽合奏コンテスト全国大会
文部科学大臣賞
最優秀グランプリ賞
最優秀賞

7 我孫子市立我孫子第四小学校吹奏楽部 第２４回日本管楽合奏コンテスト全国大会 最優秀賞

8 船橋市立宮本中学校管弦楽部

第７回 日本学校合奏コンクール２０１８全国大会グランドコンテスト

第７回 日本学校合奏コンクール２０１８全国大会ソロ＆アンサンブルコ
ンテスト

文部科学大臣賞（１位）

文部科学大臣賞（１位）

9 船橋市立法田中学校吹奏楽部 第３１回全日本マーチングコンテスト 金賞

10 船橋市立高根中学校吹奏楽部 ２０１８（第２４回）日本管楽合奏コンテスト全国大会
文部科学大臣賞
最優秀グランプリ賞
最優秀賞

11 船橋市立八木が谷中学校ギター部 第４９回全日本ギターコンクール 最優秀賞

12 習志野市立第二中学校吹奏楽部 第３１回全日本マーチングコンテスト(中学校の部) 金賞　中学校の部

13 習志野市立第四中学校吹奏楽部 第３１回全日本マーチングコンテスト(中学校の部) 金賞　中学校の部

14 松戸市立第四中学校吹奏楽部

第６６回全日本吹奏楽コンクール
２０１８（第２４回）日本管楽合奏コンテスト全国大会

金賞
文部科学大臣賞
最優秀グランプリ賞
最優秀賞

15 松戸市立小金中学校吹奏楽部 ２０１８（第２４回）日本管楽合奏コンテスト全国大会 最優秀賞

16 松戸市立小金中学校科学部 ロボカップジュニア・ジャパンオープン２０１８和歌山 １位

17 松戸市立小金南中学校吹奏楽部 ２０１８（第２４回）日本管楽合奏コンテスト全国大会 最優秀賞

18 野田市立南部中学校吹奏楽部 第４５回マーチングバンド全国大会 金賞

19 柏市立酒井根中学校吹奏楽部 第６６回全日本吹奏楽コンクール 金賞

20 柏市立大津ケ丘中学校吹奏楽部 ２０１８（第２４回）日本管楽合奏コンテスト全国大会
最優秀賞
ヤマハ賞

21 東金市立東金中学校打楽器七重奏
文部科学大臣賞
２０１８年　第２０回日本ジュニア管打楽器コンクール

金賞

22 東金市立東金中学校金管八重奏
文部科学大臣賞
２０１８年　第２０回日本ジュニア管打楽器コンクール

金賞

23
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７回日本学校合奏コンクール 金賞・文部科学大臣賞

24 千葉県立八千代高等学校家政科 第３９回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール 文部科学大臣賞

25 千葉県立八千代高等学校吹奏楽部 ２０１８（第２４回）日本管楽合奏コンテスト全国大会 最優秀賞

26 千葉県立国府台高等学校書道部 第９回全国青少年書き初め大会 文部科学大臣賞

27 千葉県立松戸高等学校演劇部
第４２回全国高等学校総合文化祭
第６４回全国高等学校演劇大会（長野大会）
第６４回全国高等学校指導者講習会

優秀賞　文化庁長官賞
全国高等学校演劇協議会会長賞
大会会長賞　文化連盟賞

28 千葉県立下総高等学校自動車部Ｂ
本田宗一郎杯Ｈоｎｄａエコマイレッジチャレンジ２０１８
第３８回全国大会

１位

29 千葉県立下総高等学校自動車部Ａ
本田宗一郎杯Ｈоｎｄａエコマイレッジチャレンジ２０１８
第３８回全国大会

２位

30 千葉県立木更津高等学校地学部 第４２回全国高等学校総合文化祭 最優秀賞（第１位）

31 習志野市立習志野高等学校吹奏楽部
第６６回全日本吹奏楽コンクール
第７回日本学校合奏コンクール２０１８　全国大会グランドコンテスト
第３１回全日本マーチングコンテスト

銀賞
金賞
金賞

32 柏市立柏高等学校吹奏楽部

第３０回全日本高等学校選抜吹奏楽大会
第２０回全日本高等学校吹奏楽大会in横浜

第３１回全日本マーチングコンテスト

浜松市長賞
文部科学大臣賞
横浜市長賞
金賞



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 吉田　アリヤ 市川市立大野小学校 ６年 レスリング
第35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36㎏級 優勝

2 山本　圭悟 市川市立真間小学校 ６年 カヌー 平成30年度全国少年少女カヌー大会 男子フラットスラローム 第１位

3 安樂　宙斗 八千代市立大和田小学校 ６年 クライミング
スポーツクライミング第21回
ジュニアオリンピックカップ南砺2018

男子ユースC 優勝

4 日向　玲奈 松戸市立高木第二小学校 ４年 レスリング
第35回全国少年少女
レスリング選手権大会

女子の部4年生24㎏級 優勝

5 古市　大翔 野田市立清水台小学校 ５年 レスリング
第35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30㎏級 優勝

6 西島　悠来 柏市立十余二小学校
６年

（受賞時小５）
相撲

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
第30回全日本小学生相撲優勝大会

５年生の部 優勝

7 金澤　永和 柏市立中原小学校 ３年 レスリング
第35回全国少年少女
レスリング選手権大会

小学生の部3年生+42㎏級 優勝

8 椎名　遥玖 柏市立逆井小学校 ５年 レスリング
第35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28㎏級 優勝

9 山田　航大 柏市立豊小学校 ４年 レスリング
第35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39㎏級 優勝

10 山鹿　辰士 流山市立長崎小学校 ６年 レスリング
第35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 石川　大雅 流山市立新川小学校 ６年 空手道
文部科学大臣杯第61回
小学生・中学生全国空手道選手権大会

個人戦小学6年生男子形の部 優勝

12 木村　美海 我孫子市立我孫子第二小学校 ５年 レスリング
第35回全国少年少女
レスリング選手権大会

女子の部5年生40㎏級 優勝

13 中川　凛栞 鎌ケ谷市立中部小学校 ４年 レスリング
第35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

14 保坂　樹奈 鎌ケ谷市立道野辺小学校 ３年 レスリング
第35回全国少年少女
レスリング選手権大会

女子の部3年生+33㎏級 優勝

15 佐藤　ほの 旭市立古城小学校 ３年 空手道 第18回全日本少年少女空手道選手権大会 小学校3年女子形 優勝

16 千葉　嵐斗 木更津市立清見台小学校 ３年 空手道 第18回全日本少年少女空手道選手権大会 小学校3年男子組手 優勝

17 工藤　武春 千葉市立生浜西小学校
６年

（受賞時小５）
スポーツ

チャンバラ
第43回全国少年少女
スポーツチャンバラ選手権大会

楯長剣7級～10級の部 優勝

18 長峰　真央 千葉市立北貝塚小学校 ３年 ゴルフ IMGA世界ジュニアゴルフ選手権
７-８歳の部
女子

優勝

19 山野　慎治 千葉市立幕張本郷中学校 ３年 剣道
全国道場少年剣道選手権大会
第43回小・中学生男子の部

中学生男子の部 優勝

20 渡邉　法幸 千葉県立袖ケ浦特別支援学校 高等部２年 陸上競技
第18回全国障害者スポーツ大会
（福井しあわせ元気大会）

男子５０ⅿ 第１位

21 岡田　秀幸
千葉県立特別支援学校
市川大野高等学園

高等部３年 陸上競技
第18回全国障害者スポーツ大会
（福井しあわせ元気大会）

男子２００m 第１位

22 渡部　雅信
千葉県立特別支援学校
流山高等学園

高等部３年 水泳
第18回全国障害者スポーツ大会
（福井しあわせ元気大会）

２５ｍバタフライ 第１位

23 古川　隆太
千葉県立特別支援学校
流山高等学園

高等部２年 卓球
第18回全国障害者スポーツ大会
（福井しあわせ元気大会）

卓球 第１位

高等部３年 陸上競技
第18回全国障害者スポーツ大会
（福井しあわせ元気大会）

男子１００m 第１位

高等部３年 陸上競技
第18回全国障害者スポーツ大会
（福井しあわせ元気大会）

男子２００m 第１位

高等部１年 陸上競技
第18回全国障害者スポーツ大会
（福井しあわせ元気大会）

男子１００ｍ 第１位

高等部１年 陸上競技
第18回全国障害者スポーツ大会
（福井しあわせ元気大会）

男子走幅跳 第１位

高等部３年 陸上競技
第18回全国障害者スポーツ大会
（福井しあわせ元気大会）

女子立幅跳 第１位

高等部３年 陸上競技
第18回全国障害者スポーツ大会
（福井しあわせ元気大会）

女子２００ｍ 第１位

27 安藤　渉
千葉県立印旛特別支援学校
さくら分校

高等部３年 水泳
第18回全国障害者スポーツ大会
（福井しあわせ元気大会）

５０ｍ平泳ぎ 第１位

28 三浦　蘭佳 千葉県立香取特別支援学校 高等部３年 陸上競技
第18回全国障害者スポーツ大会
（福井しあわせ元気大会）

女子立幅跳
第１位

３　児童・生徒の部（スポーツ部門　個人　２８名）

千葉県立千葉盲学校

千葉県立千葉盲学校

千葉県立湖北特別支援学校

中山　未悠

24 永山　壱世

25 石川　怜央

26



NO 団　　体　　名 大会名等の名称 成績

平成30年度小・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
小学生高学年　女子同士　スタンダード部門

優勝

平成30年度小・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
小学生高学年　女子同士　ラテンアメリカン部門

優勝

2 千葉県代表チーム 第27回全国小学生バドミントン選手権大会 優勝

3
市原ジュニア
君津市立坂田小学校　　　　吉田　明永
千葉市立おゆみ野南小学校　保谷　芽依

第27回全国小学生バドミントン選手権大会
女子ダブルス６年生以下

優勝

1

４　児童・生徒の部（スポーツ部門　団体　３団体）

ダンススタジオみやおか
八千代市立村上東小学校　笹澤　凜
千葉市立都賀の台小学校　小西　乙愛



５　教職員の部（個人　３６名）

Ｎｏ 氏名 学校名 職名 備考

1 小島　美恵 市川市立冨貴島小学校 事務長 職務の改善及び推進（学校事務）

2 松本　邦宏 市川市立冨貴島小学校 教諭 理科教育の推進

3 植田　恵津子 市川市立大町小学校 養護教諭 職務の改善及び推進（養護教諭）

4 三宮　真由美 船橋市立西海神小学校 教諭 国語科教育の推進

5 三浦　順子 船橋市立小室小学校 教諭 小中一貫教育の推進

6 小林　美佳子 船橋市立市場小学校 主幹教諭 情報教育の推進

7 黒田　みのり 習志野市立実籾小学校 教諭 総合的な学習の時間の推進

8 大友　奈緒 八千代市立大和田南小学校 教諭 国語科教育の推進

9 山本　静香 流山市立西深井小学校 教諭 職務の改善及び推進（校内研修）

10 高柳　美由紀 香取市立佐原小学校 養護教諭 保健教育の推進

11 柿澤　慎也 香取市立小見川中央小学校 教諭 算数科教育の推進

12 藤田　真由美 山武市立南郷小学校 主幹教諭 国語科教育の推進

13 廣瀨　恵美 横芝光町立横芝小学校 教諭 小学校外国語教育の推進

14 段木　宏太 茂原市立萩原小学校 教諭 体育科教育の推進

15 長野　季子 長生村立一松小学校 教諭 生徒指導の推進

16 横山　宏子 いすみ市立中根小学校 教諭 特別支援教育の推進

17 和田　賢一 木更津市立請西小学校 主査 職務の改善及び推進（学校事務）

18 山﨑　澄江 市原市立ちはら台桜小学校 養護教諭 職務の改善及び推進（養護教諭）



Ｎｏ 氏名 学校名 職名 備考

19 中村　奈津代 千葉市立蘇我小学校 養護教諭 職務の改善及び推進（養護教諭）

20 小河原　郁美 千葉市立真砂第五小学校 教諭 図画工作教育の推進

21 三輪　明子 千葉市立磯辺小学校 教諭 道徳教育の推進

22 平石　弘 船橋市立船橋中学校 教諭 通級指導の推進

23 吉住　任美 船橋市立湊中学校 教諭 国語科教育の推進

24 伊藤　将啓 習志野市立第一中学校 教諭 生徒指導・部活動指導の推進

25 長橋　英樹 浦安市立浦安中学校 教諭 保健体育科教育の推進

26 小澤　知也 浦安市立堀江中学校 教諭 生徒指導の推進

27 大島　隆史 松戸市立小金南中学校 教諭 福祉教育の推進

28 榎本　貴子 鎌ケ谷市立第四中学校 主査 職務の改善及び推進（学校事務）

29 若海　京子 千葉市立幸町第二中学校 教諭 英語科教育の推進

30 横山　由佳子 千葉市立打瀬中学校 教諭 家庭科教育の推進

31 加藤　聡子 千葉市立磯辺中学校 教諭 音楽科教育の推進

32 安達　正幸 千葉県立小金高等学校 教諭 分掌主任をとおした学校づくり

33 保坂　弓子 千葉県立木更津高等学校 教諭 職務の改善及び推進

34 大原　七生 千葉県立袖ケ浦特別支援学校 主幹教諭 特別支援教育の推進

35 淺利　邦子 千葉県立つくし特別支援学校 教諭 特別支援教育の推進

36 青木　正志 千葉県立八日市場特別支援学校 教諭 特別支援教育の推進



６　教職員の部（団体　１団体）

Ｎｏ 学校名 団体名 備考

1 佐倉市立王子台小学校 外国語活動研究部 小学校外国語活動の推進


