
平成28年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧

《体育・スポーツ分野》

○ 個人
氏　　名

（年　齢）
所　　属
学　　年

表彰理由

いけざき　あいり

３年 （平成28年10月22日）

( 18 歳 ) 女子800ｍ　優勝

うえだ　まき

３年 （平成28年８月23日）

( 15 歳 ) 女子800ｍ　第１位

おおがき　りんたろう

３年 （平成28年８月20日）

( 15 歳 ) 男子個人50kg級　優勝

おおはた　しゅうと

５年 （平成28年３月６日）

( 11 歳 ) 男子の部 小学４年生42kg級　優勝

おかもと　たつや

３年 （平成28年10月９日）

( 15 歳 ) 中学生男子の部 優勝

おかやま　ゆうご

２年 （平成28年12月４日）

( 8 歳 ) 7-9クラス　第１位

おきもと　ゆうだい
主催

公益財団法人日本バドミントン協会，
日本小学生バドミントン連盟

後援
文部科学省，福岡県，福岡県教育委員
会ほか

５年 主催
公益財団法人日本バドミントン協会，
日本小学生バドミントン連盟

( 11 歳 ) 後援
スポーツ庁，滋賀県，滋賀県教育委員
会ほか

かたぎはら　さき

３年 （平成28年８月24日）

( 15 歳 ) 女子1500ｍ　第１位

かん　そういちろう

２年 （平成28年10月22日）

( 17 歳 ) 棒高跳　第１位

こすが　かえで

２年 （平成28年７月31日）

( 14 歳 ) オプティミスト級 オープンクラス　優勝

小菅　楓

後援
公益財団法人日本オリンピック委
員会，一般財団法人地域活性化セ
ンター，和歌山県教育委員会ほか

広島市立安佐中学校
2016年度

JOCジュニアオリンピック兼JSAFジュニア・ユース
セーリングチャンピオンシップ（ジュニア部門）

主催
公益財団法人日本セーリング連
盟，和歌山セーリングチャンピオ
ンシップ実行委員会

8

呉市立昭和中学校
平成28年度全国中学校体育大会

第43回全日本中学校陸上競技選手権大会
主催

公益財団法人日本陸上競技連盟，公益
財団法人日本中学校体育連盟，長野県
教育委員会，松本市教育委員会

菅　颯一郎

後援
公益財団法人日本オリンピック委員
会，公益財団法人全国高等学校体育連
盟，愛知県，愛知県教育委員会ほか

10

9

県立神辺旭高等学校
JOCジュニアオリンピックカップ

日本ジュニア・ユース陸上競技選手権大会
第10回 日本ユース陸上競技選手権大会

主催 日本陸上競技連盟

樫原　沙紀

後援
スポーツ庁，全日本中学校長会，全国
都道府県教育長協議会ほか

7

広島市立原小学校
①第24回全国小学生バドミントン選手権大会

（平成27年12月23日～27日）
男子シングルス４年生以下　優勝

沖本　優大
②第25回全国小学生バドミントン選手権大会

（平成28年12月23日～27日）
男子シングルス５年生以下　優勝

6

広島市立井口小学校
BMX Park.Street Contest 2016

JAPAN CUP
主催 全日本フリースタイルBｍX連盟

岡山　優心

後援 姫路市

岡本　達弥

後援
スポーツ庁，日本財団，全日本剣
道連盟，広島県剣道連盟ほか

5

広島市立大塚中学校
第34回全国道場対抗剣道大会
全国道場少年剣道選手権大会

（第41回小・中学生男子の部）
主催 一般財団法人全日本剣道道場連盟

4

東広島市立東西条小学校 第20回全国少年少女選抜レスリング選手権大会 主催
特定非営利活動法人全国少年少女
レスリング連盟

大畑　秀斗

後援 公益財団法人日本レスリング協会

大垣　麟太郎

後援
スポーツ庁，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ほか

3

東広島市立高屋中学校
平成28年度全国中学校体育大会

第47回全国中学校柔道大会
主催

公益財団法人日本中学校体育連盟，公
益財団法人全日本柔道連盟，新潟県教
育委員会，上越市教育委員会

2

廿日市市立大野東中学校
平成28年度全国中学校体育大会

第43回全日本中学校陸上競技選手権大会
主催

公益財団法人日本陸上競技連盟，公益
財団法人日本中学校体育連盟，長野県
教育委員会，松本市教育委員会

上田　万葵

後援
スポーツ庁，全日本中学校長会，
全国都道府県教育長協議会ほか

1

広島市立舟入高等学校
JOCジュニアオリンピックカップ

日本ジュニア・ユース陸上競技選手権大会
第32回日本ジュニア陸上競技選手権大会

主催 日本陸上競技連盟

池崎　愛里

後援

公益財団法人日本オリンピック委員
会，日本実業団陸上競技連合，公益社
団法人日本学生陸上競技連合，愛知
県，愛知県教育委員会ほか

大会などの主催・後援

年齢及び学年は平成29年３月23日現在のもの 
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たむら　たくみ

３年 （平成28年８月３日）

( 18 歳 ) ライトフライ級　第１位

ともたに　まさき

３年 （平成28年８月13日）

( 18 歳 ) 男子3000ｍ障害　第１位

なかにし　あきら 主催
公益財団法人全国高等学校体育連盟，
公益財団法人日本水泳連盟

後援
スポーツ庁，公益財団法人日本体育協
会，日本放送協会ほか

３年 主催 公益財団法人日本水泳連盟

( 18 歳 ) 後援
文部科学省，公益財団法人日本オリン
ピック委員会・読売新聞社

ほそい　はな

２年

( 14 歳 )

ほり　ひろき

３年 （平成28年９月17日）

( 18 歳 ) リカーブ部門 高校生男子個人　第１位

やまもと　ともや

１年 （平成28年10月23日）

( 16 歳 ) 少年の部 男子 優勝

わたなべ　こうき

３年 （平成28年８月４日）

( 18 歳 ) 男子の部　個人競技　優勝

渡邉　晃輝

後援
スポーツ庁，公益財団法人日本体
育協会，日本放送協会ほか

17

県立宮島工業高等学校
平成28年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会

第61回全国高等学校弓道大会
主催

公益財団法人全国高等学校体育連
盟，公益財団法人全日本弓道連盟
ほか

16

県立広島観音高等学校 第49回全日本新人ボウリング選手権大会 主催
公益財団法人全日本ボウリング協
会

山本　智哉

後援
兵庫県教育委員会，公益財団法人
兵庫県体育協会ほか

細井　映生 ②第15回アジアジュニア&カデットU-21
空手道選手権大会

（平成28年11月25日～27日）
女子個人組手47㎏級　優勝

主催 アジア空手道連盟

15

県立広島工業高等学校 第13回つま恋カップアーチェリー大会

主催
公益社団法人全日本アーチェリー
連盟

14

如水館中学校

①第６回東アジアシニア及び第５回東アジアジュニア
＆カデット空手道選手権大会

（平成28年６月17日）
女子個人組手47㎏級　優勝

主催 東アジア空手道連盟

堀　大樹

13

呉港高等学校

①平成28年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会
第84回日本高等学校選手権水泳競技大会 競泳競技

（平成28年８月18日）
男子100m背泳ぎ　優勝

中西　晟
②第39回（2016年度）

全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
（平成28年８月26日）
男子100m背泳ぎ　優勝

友谷　匡希

後援
スポーツ庁，厚生労働省，全国定
時制通信制高等学校長会ほか

12

星槎国際高等学校
第51回全国高等学校

定時制通信制陸上競技大会
主催

公益財団法人全国高等学校定時制
通信制教育振興会，公益財団法人
全国高等学校体育連盟ほか

11

崇徳高等学校
平成28年度全国高等学校総合体育大会

ボクシング競技大会
第70回全国高等学校ボクシング選手権大会

主催
公益財団法人全国高等学校体育連盟，
一般社団法人日本ボクシング連盟，広
島県，広島県教育委員会ほか

田村　拓実

後援
スポーツ庁，公益財団法人日本体
育協会，日本放送協会ほか


