
教育奨励賞

１　児童・生徒の部（学芸部門　個人　４７名）

No. 氏名 学校名 学年 行事等の名称 成績

1 髙木　京一郎 船橋市立二宮小学校
4年

(受賞時3年）
第８回全国書写書道伝統文化大会
令和元年度全国年賀はがきコンクール

大賞

2 大塚　綾音 船橋市立薬円台南小学校
1年

(受賞時年長)
第８回全国書写書道伝統文化大会
令和元年度全国年賀はがきコンクール

文部科学大臣賞

3 鈴木　唯斗 八千代市立高津小学校
5年

(受賞時4年)
くらしき吉備真備杯こども棋聖戦 優勝

4 大久保　優樹奈 船橋市立飯山満南小学校 6年 第９回私のアイアイメッセージコンテスト 文部科学大臣賞

5 德永　歩弓 船橋市立高根台第二小学校 4年 第32回森と湖のある風景画コンクール 国土交通大臣賞(金賞)

6 島田　侑芽 船橋市立三山東小学校 4年 第45回「小さな親切」作文コンクール 内閣総理大臣賞

7 大森　心翔 市川市立鬼高小学校 3年 全日本学生書道展 学会大賞（全国１位）

8 松永　優貴 松戸市立柿ノ木台小学校 1年 第38回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール 審査員賞

9 関口　結子 柏市立柏第一小学校
3年

(受賞時2年)
第65回青少年読書感想文全国コンクール

最優秀賞
内閣総理大臣賞

10 髙嶋　優 流山市立西初石小学校
3年

(受賞時2年)
2019年全国そろばんコンクール 第１位

11 髙木　悠之介 流山市立南流山小学校
2年

(受賞時1年)
2019年全国そろばんコンクール 第１位

12 橋本　倖 流山市立おおたかの森小学校
6年

(受賞時5年)
2019年全国そろばんコンクール 第２位

13 山田　航大 柏市立豊小学校 6年 第39回全国児童画コンクール 文部科学大臣賞

14 村上　絢音 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 6年 全国珠算競技大会　そろばん　クリスマスカップ 日本一

15 新城　祥吾 印西市立いには野小学校 2年 第22回ショパン国際ピアノコンクールinASIA大会 銀賞

16 石田　葉琉 東金市立東小学校 5年 第23回「木のあるくらし」作文コンクール 農林水産大臣賞

17 滝口　瑛士 袖ケ浦市立昭和小学校
3年

(受賞時2年)
公益財団法人図書館振興財団主催
第23回「図書館を使った調べる学習コンクール」

優秀賞
図書館振興財団賞

18 大川原　知哉 袖ケ浦市立長浦小学校
6年

(受賞時5年)
公益財団法人図書館振興財団主催
第23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

19 佐久間　千那 袖ケ浦市立蔵波小学校
5年

(受賞時4年)
公益財団法人図書館振興財団主催
第23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

20 安武　夏希 袖ケ浦市立蔵波小学校
4年

(受賞時3年)
公益財団法人図書館振興財団主催
第23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

21 播磨　壱星 袖ケ浦市立蔵波小学校
5年

(受賞時4年)
公益財団法人図書館振興財団主催
第23回「図書館を使った調べる学習コンクール」

優秀賞
図書館振興財団賞

　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 行事等の名称 成績

22 渡辺　凛子 館山市立九重小学校 5年 「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展2020 文部科学大臣賞

23 大塚　樹音 千葉市立寒川小学校 6年 第70回全国書道コンクール 優秀大賞

24 大塚　晶正 千葉市立寒川小学校 4年 第70回全国書道コンクール 文部科学大臣賞

25 西本　奏 千葉市立寒川小学校 5年 第72回全国書初大会 全日本書芸文化院賞

26 肥塚　紗奈 松戸市立古ケ崎中学校
2年

(受賞時1年)
第52回手紙作文コンクール 文部科学大臣賞

27 蜂須賀　明 流山市立南流山中学校
2年

(受賞時1年)
2019年全国そろばんコンクール 第２位

28 大岩　宝新 流山市立おおたかの森中学校
2年

(受賞時1年)
第73回全日本学生音楽コンクール

第１位
横浜市民賞、兎束賞、東儀賞
かんぽ生命奨励賞、ｻﾝﾄﾘｰ芸術財団名器特別賞

29 飛田　紫緒里
我孫子市立我孫子中学校
(我孫子市立我孫子第三小学校)

1年
(受賞時6年)

第40回ホームソーイング小・中・高校生作品
コンクール

最優秀賞

30 伊東　柊翔 佐倉市立志津中学校 1年 第10回日本バッハコンクール
ベスト賞（単独）
金賞（複数）

31 岩井　綾香 印西市立本埜中学校 2年
第２回おおぞら全国中学生「なりたい大人」作文コン
クール

最優秀賞

32 成田　百花 佐倉市立井野中学校 1年 第61回自然科学観察コンクール オリンパス特別賞

33 柳田　蓮 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23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

34 村田　智哉 袖ケ浦市立昭和中学校
3年

(受賞時2年)
公益財団法人図書館振興財団主催
第23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 倉持　よつば
袖ケ浦市立昭和中学校
（袖ケ浦市立昭和小学校）

1年
(受賞時6年)

公益財団法人図書館振興財団主催
第23回「図書館を使った調べる学習コンクール」

優秀賞
ＮＨＫ賞

36 菊地　あられ 富津市立大佐和中学校
2年

(受賞時1年）
第51回全国学生書道展 日本書道芸術協会準大賞

37 鈴木　杏佳
富津市立大佐和中学校
（富津市立吉野小学校）

1年
(受賞時6年）

第３回「クルマのリサイクル」作品コンクール 最優秀賞

38 髙橋　杜羽
千葉市立土気南中学校
（千葉市立土気南小学校）

1年
(受賞時6年)

第10回ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japan 金賞

39 佐藤　ゆめ葉
千葉市立こてはし台中学校
（千葉市立こてはし台小学校）

1年
(受賞時6年)

第25回日本習字展 観峰大賞

40 宮澤　結友 千葉県立千葉女子高等学校
2年

(受賞時1年)
令和元年度「大切な命を守る」全国中学・高校生作文
コンクール

国務大臣・国家公安委員会委員長賞

41 池田　知 千葉県立国府台高等学校 2年 岐阜女子大学全国高校生書道展 大賞

42 池田　真歩 千葉県立国府台高等学校 3年 和洋女子大学競書大会 文部科学大臣賞

43 藤村　実来里 千葉県立国府台高等学校 2年 読売書き初めコンクール 入選

44 岡　優成 千葉県立四街道高等学校 3年 ソロ写真甲子園2020 銀賞

45 白井　綾音 千葉県立袖ヶ浦高等学校 3年
小野道風公奉賛
第72回全国書道展覧会

文部科学大臣賞（第１位）



No. 氏名 学校名 学年 行事等の名称 成績

46 吉田　有毅 千葉県立袖ヶ浦高等学校 3年
第19回岐阜女子大学
全国書道展

大賞（最高賞）

47 千脇　望美 千葉県立袖ヶ浦高等学校 3年 第11回全国学生防災書道展 文部科学大臣賞（第１位）



２　児童・生徒の部（学芸部門　団体　１４団体）

No. 行事等の名称 成績

令和元年度
ＴＢＳこども音楽コンクール

第一位
文部科学大臣賞

令和元年度
ＴＢＳこども音楽コンクール

第二位

2
令和二年度
ＴＢＳこども音楽コンクール

最優秀賞

第９回日本学校合奏コンクール2020全国大会
グランドコンテスト

金賞

第９回日本学校合奏コンクール2020全国大会
ソロ＆アンサンブルコンテスト

文部科学大臣賞

令和二年度
ＴＢＳこども音楽コンクール

最優秀賞

4
第９回日本学校合奏コンクール2020全国大会
グランドコンテスト

金賞

5
令和二年度
ＴＢＳこども音楽コンクール

最優秀賞

6
2020（第26回）日本管楽合奏コンテスト
全国大会

審査員特別賞

第51回全日本ギターコンクール 最優秀賞〔第１位〕

第51回全日本ギターコンクール 特別金賞〔第２位〕

第９回日本学校合奏コンクール2020全国大会
グランドコンテスト

金賞

第９回日本学校合奏コンクール2020全国大会
ソロ＆アンサンブルコンテスト

千葉県教育長賞

令和二年度
ＴＢＳこども音楽コンクール

最優秀賞

9
第９回日本学校合奏コンクール2020全国大会
グランドコンテスト

金賞

10
令和二年度
ＴＢＳこども音楽コンクール

最優秀賞

11 第47回マーチングバンド全国大会 金賞

第９回日本学校合奏コンクール2020全国大会
グランドコンテスト

銀賞

2020（第26回）日本管楽合奏コンテスト
全国大会

最優秀賞

13
第９回日本学校合奏コンクール2020全国大会
グランドコンテスト

金賞

第９回日本学校合奏コンクール2020全国大会
グランドコンテスト

金賞

2020（第26回）日本管楽合奏コンテスト
全国大会

最優秀賞

8

14

12

3

松戸市立第六中学校　管弦楽部

千葉県立小金高等学校　吹奏楽部

松戸市立小金中学校　吹奏楽部

船橋市立海神中学校

船橋市立三田中学校　管弦楽部

船橋市立宮本中学校

野田市立南部中学校　吹奏楽部

1

団体名

船橋市立行田東小学校　音楽部

船橋市立八木が谷中学校　ギター部

習志野市立谷津小学校　管弦楽クラブ
（令和元年度）

習志野市立谷津小学校　管弦楽クラブ
（令和２年度）

7

船橋市立宮本小学校

船橋市立海神小学校　弦楽部

柏市立酒井根東小学校　吹奏楽部



No. 氏名 所属
学年

（受賞時）
競技 大会等の名称 種目・部門名等 成績

1 馬場　せせら
千葉市立緑が丘中学校
（千葉市立宮野木小学校）

1年
(受賞時6年)

新体操
第22回全日本新体操
チャイルド選手権

5・6年生の部 優勝

2 菊池　柚子 印西市立原小学校 6年 体操
2020 第15回全国ブロック
選抜　U-12体操競技選手権
大会

跳馬 優勝

3 前田　拓輝 酒々井町立酒々井中学校 1年 陸上競技
第66回全日本中学生通信陸
上競技大会

男子１年100ｍ 第１位

4 森下　周馬 習志野市立鷺沼小学校 5年 水泳

2020年度第43回全国JOC
ジュニアオリンピックカッ
プ夏季水泳競技大会
(高等学校・中学校47都道府
県通信水泳競技大会)

10歳以下
男子50ｍ平泳ぎ

第１位

３　児童・生徒の部（スポーツ部門　個人　４名）



４　児童・生徒の部（スポーツ部門　団体　２団体）

No. 大会等の名称 成績

1
 佐倉市立上志津小学校
 佐倉市立間野台小学校

足立　拓海
木下　真代
　　（ペア）

第40回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権
毎日新聞社杯争奪全日本ダンススポーツ選手権
ジュブナイルスタンダード

優勝

2
 佐倉市立井野小学校
 八千代市立村上小学校

黒嶋　ひなの
矢野　響大
　　（ペア）

第40回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権
毎日新聞社杯争奪全日本ダンススポーツ選手権
ジュブナイルラテン

優勝

団体名



No. 氏名 所属 職名 備考

1 菊池　亜希子 船橋市立船橋特別支援学校 教諭 特別支援教育の推進

2 赤澤　直美 船橋市立坪井中学校 養護教諭 職務の改善及び推進（養護教諭）

3 鶴岡　和世 市川市立東国分中学校 養護教諭 職務の改善及び推進（養護教諭）

4 向後　恵子 船橋市立高根小学校 教諭 音楽科教育の推進

5 清水　幸子 市川市立下貝塚中学校 教諭 国語科教育の推進

6 大場　恵 八千代市立村上中学校 教諭 国語科教育の推進

7 谷田部　健一 船橋市立御滝中学校 主幹教諭 情報教育の推進

8 藤巻　正哉 船橋市立葛飾小学校 教諭 算数科教育の推進

9 仁木　達哉 野田市立第一中学校 教諭 学校運営の推進、若年層職員の育成

10 野中　幹子 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 主幹教諭 特別支援教育の推進

11 杉浦　雅美 鎌ケ谷市立第五中学校 養護教諭 職務の改善及び推進（養護教諭）

12 坂本　晶 四街道市立和良比小学校 教諭 美術科教育の推進

13 大竹　雅史 神崎町立神崎小学校 教諭 防災教育の推進

14 小林　弥生 香取市立佐原第五中学校 教諭 国語科教育の推進

15 宮本　敏之 香取市立佐原中学校 教諭 技術・家庭科（技術分野）教育の推進

16 滝沢　真理子 香取市立山田中学校 教諭 外国語科（英語）教育の推進

17 鈴木　智裕 山武市立大富小学校 教諭 算数科教育の推進

18 大貫　明宏 茂原市立茂原小学校 教諭 算数科教育の推進

19 吉野　里美 勝浦市立勝浦小学校 教諭 生活科教育の推進

20 山本　理恵 東金市立東中学校 教諭 道徳科教育の推進

21 椎原　政文 茂原市立冨士見中学校 教諭 社会科教育の推進

22 今井　貴子 大網白里市立大網小学校 教諭 国語科教育の推進

23 森　優子 いすみ市立大原中学校 教諭 美術科教育の推進

24 朝倉　勝之 木更津市立真舟小学校 主査 職務の改善及び推進（学校事務）

25 駒澤　瑞穂 市原市立辰巳台中学校 教諭 道徳科教育の推進

26 礒貝　亜也子 館山市立館山小学校 教諭 国語科教育の推進

27 阿部　広樹 市原市立清水谷小学校 教諭 社会科教育の推進

28 野村　裕美子 袖ケ浦市立蔵波中学校 教諭 理科教育の推進

29 田中　裕子 市原市立千種小学校 養護教諭 心と体の健康に関する教育の推進

30 大日方　美歌子 千葉市立小中台小学校 主査補 職務の改善及び推進（学校事務）

５　教職員の部（個人　４２名）



31 岸平　直子 千葉市立新宿小学校 養護教諭 職務の改善及び推進（養護教諭）

32 小林　法子 千葉市立第二養護学校 教諭 特別支援教育の推進

33 権守　博文 千葉市立椿森中学校 教諭 技術・家庭科（技術分野）教育の推進

34 岡本　聡司 千葉市立生浜中学校 教諭 国語科教育の推進

35 渡邊　洋陽 千葉市立幕張西小学校 教諭 理科教育の推進

36 原田　泰雄 千葉県立薬園台高等学校 教諭 園芸科の活動を通じた地域交流の推進

37 中島　正考 千葉県立小金高等学校 教諭 生徒指導・部活動指導の推進

38 野村　真一 千葉県立木更津高等学校 教諭 理科教育の推進

39 根本　浩晃 千葉県立銚子特別支援学校 教諭 特別支援教育の推進

40 宮内　一美 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

41 木村　誠 千葉県立東金特別支援学校 寄宿舎指導員 特別支援教育の推進

42 古江　陽子 千葉県立特別支援学校
流山高等学園 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 我孫子市立新木小学校 第６学年 地域との交流の推進


