
平成28年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧

( 46名)

氏　　名
（年　齢）

所　　属
学　　年

表彰理由

あかし　れんと

２年 （平成28年９月18日）

( 17 歳 ) 中学・高校毛筆の部　文部科学大臣賞

あきやま　ひらく

４年 （平成28年12月３日）

( 10 歳 ) 創作部門　文部科学大臣賞

いけざき　あいり

３年 （平成28年10月22日）

( 18 歳 ) 女子800ｍ　優勝

いで　やすな

３年 （平成28年11月20日）

( 19 歳 ) 読売新聞社賞

いとう　かえで

３年

( 18 歳 ) 全９種目 １級獲得

いとう　ゆうと

１年 （平成28年11月19日）

( 7 歳 ) 小学１年生の部 環境大臣賞

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

○ 個人

大会などの主催・後援

1

修道高等学校 第38回全国公募千字文大会 主催
学校法人日本書道藝術専門学校，
公益財団法人日本書道教育学会

明石　練人

秋山　拓

後援
農林水産省，文部科学省，国立研
究開発法人海洋研究開発機構ほか

後援
文化庁，静岡県教育委員会，
伊東市，伊東市教育委員会ほか

3

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

2

東広島市立平岩小学校 第35回「海とさかな」自由研究・作品コンクール 主催 朝日新聞社，朝日学生新聞社

5

県立広島商業高等学校
全国商業高等学校協会主催

検定試験
主催

公益財団法人全国商業高等学校協
会

伊　楓

後援 文部科学省

井出　靖菜

後援
文部科学省，厚生労働省，日本放
送協会，読売新聞社

4

並木学院福山高等学校
平成28年度 第64回

全国高等学校定時制通信制
生徒生活体験発表大会

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，全国定時制通
信制高等学校長会ほか

7

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

伊藤　佑斗

後援
文部科学省，環境省，全国都道府
県教育委員会連合会ほか

6

三次市立十日市小学校 第31回「WE LOVE トンボ」絵画コンクール 主催 朝日新聞社，朝日学生新聞社

9

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

8

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

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

10

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

年齢及び学年は平成29年３月23日現在のもの



平成28年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧

氏　　名
（年　齢）

所　　属
学　　年

表彰理由 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

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

おばた　みやび

６年 （平成28年10月29日）

( 12 歳 ) 高学年の部　文部科学大臣賞

かさみ　きょうへい

３年 （平成28年８月27日）

( 18 歳 ) 金メダル

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

かわにし　ゆうほ

１年 （平成29年１月21日）

( 16 歳 ) 文部科学大臣賞

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

さかい　たかひろ

３年 （平成29年１月13日）

( 15 歳 ) 中学部　文部科学大臣賞

さか　すなお

１年 （平成29年１月７日）

( 13 歳 ) B部門（中学生・高校生）弦楽器部門　最優秀賞

11

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

13

広島市立井口明神小学校
第19回「木の家・こんな家に住みたい」

作文コンクール
主催

一般社団法人日本木造住宅産業協
会

小畑　畿枇

後援
国土交通省，文部科学省，農林水
産省，環境省ほか

12

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

川西　優帆

後援
日本郵便株式会社，日本PTA全国協
議会，大阪府，大阪市，兵庫県ほ
か

18

14

広島学院高等学校 第10回国際地学オリンピック 主催
NPO法人地学オリンピック日本委員
会

17

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

笠見　京平

後援 文部科学省

16

県立広高等学校 第60回全国書きぞめ作品展覧会 主催 日本書写教育研究会

15

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

酒井　貴広

後援
文化庁，中国大使館，東京都教育
委員会，読売新聞社ほか

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

20

ノートルダム清心
中・高等学校

第22回KOBE国際音楽コンクール 主催
KOBE国際音楽コンクール実行委員
会

19

修道中学校 第66回全日本学生書道展 主催 公益財団法人日本書道教育学会

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

坂　直

後援 兵庫県，兵庫県教育委員会ほか
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氏　　名
（年　齢）

所　　属
学　　年

表彰理由 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

さくはら　あいり

２年 （平成28年９月11日）

( 17 歳 ) 高校生の部　最優秀賞

しげた　みずき

３年

( 18 歳 )

しらた　あみ

３年

( 18 歳 ) 全９種目 １級獲得

すずき　まお

３年 （平成28年12月21日）

( 9 歳 ) 特別賞（国土交通大臣賞）

たかとり　なおや

３年 （平成28年８月６日）

( 9 歳 ) 低学年の部　優勝

たけむら　みのり

３年 （平成28年12月10日）

( 18 歳 ) 詩部門　最優秀賞・文部科学大臣賞

たにもと　あや

６年 （平成29年１月13日）

( 12 歳 ) 小学部　文部科学大臣賞

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

たむら　まなか

２年 （平成28年11月20日）

( 14 歳 ) 書写の部　内閣総理大臣賞

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

作原　愛理

後援
文部科学省，島根県，島根県教育
委員会，朝日新聞松江総局ほか

22

県立庄原実業高等学校
全国農業高等学校長協会

平成28年度アグリマイスター顕彰制度

主催 全国農業高等学校長協会

21

盈進高等学校
第26回島根県雲南市

永井隆平和賞
主催 雲南市，雲南市教育委員会

重田　瑞希

アグリマイスター
生徒特別表彰理事長賞

23

県立広島商業高等学校
全国商業高等学校協会主催

検定試験
主催

公益財団法人全国商業高等学校協
会

白田　あみ

後援 文部科学省

24

福山市立樹徳小学校
第17回

未来に残そう青い海・海上保安庁
図画コンクール

主催 海上保安庁

鷹取　尚弥

共催 倉敷市教育委員会

鈴木　真生

後援
朝日新聞広島総局，産経新聞社，
毎日新聞社，読売新聞広島総局

26

県立広島高等学校 第31回全国高等学校文芸コンクール

主催
公益社団法人全国高等学校文化連
盟，読売新聞社

25

広島市立己斐東小学校
大山名人杯争奪

第15回全国小学生倉敷王将戦
主催

倉敷市，日本将棋連盟，倉敷市文
化振興財団

竹村　美乃里

27

広島市立長束西小学校 第66回全日本学生書道展 主催 公益財団法人日本書道教育学会

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

谷本　彩耶

後援
文化庁，中国大使館，東京都委員
会ほか

29

熊野町立熊野東中学校 第84回全国書画展覧会 主催 全国書画展覧会運営委員会

田村　真奈花

後援
文部科学省，広島県，全日本書写
書道教育研究会，日本放送協会ほ
か

28

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

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

30

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
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氏　　名
（年　齢）

所　　属
学　　年

表彰理由 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

なかた　みなみ

３年

( 18 歳 ) 全11種目　１級獲得

なかた　ももの

３年 （平成29年２月５日）

( 18 歳 ) 個人賞　文部科学大臣賞

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

なかもと　かずよし

３年

( 18 歳 ) 全11種目　１級獲得

なんば　こういつ

５年 （平成28年11月20日）

( 11 歳 ) 小学生・中学生の部　文部科学大臣賞

にかわ　ゆうか

３年

( 18 歳 ) 全11種目　１級獲得

はまぐち　しゅうと

６年 （平成29年１月22日）

( 12 歳 ) 高学年の部　総務大臣賞

ふくだ　ゆうか

２年 （平成28年12月13日）

( 17 歳 ) 高等学校の部　農林水産大臣賞

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

外務省，文部科学省ほか

34

県立福山北特別支援学校 広島県特別支援学校技能検定

主催
広島県特別支援学校認定資格研究
協議会

中本　和芳

31

広島市立
広島特別支援学校

広島県特別支援学校技能検定

主催
広島県特別支援学校認定資格研究
協議会

中田　未奈美

33

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

32

県立尾道北高等学校 第25回国際高校生選抜書展 主催 毎日新聞社，毎日書道会

中田　萌々乃

後援

36

県立福山北特別支援学校 広島県特別支援学校技能検定

主催
広島県特別支援学校認定資格研究
協議会

35

廿日市市立佐方小学校
第31回

国民文化祭・あいち2016
「川柳の祭典」

主催 文化庁，愛知県ほか

二川　優香

難波　孔一

後援 犬山市，犬山市教育委員会

37

県立呉特別支援学校
江能分級

平成28年度
はがきでコミュニケーション全国発表大会

主催 日本郵便株式会社

濵口　朱都

後援 総務省，文部科学省

38

県立尾道東高等学校
平成29年用国土緑化運動・育樹運動

ポスター原画コンクール
主催

公益財団法人大阪みどりのトラス
ト協会

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

福田　優香

後援 大阪府，大阪府教育委員会

40

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

39

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



平成28年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧

氏　　名
（年　齢）

所　　属
学　　年

表彰理由 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

まえはら　みき

３年 （平成28年９月11日）

( 15 歳 ) 中学生の部　最優秀賞

みやもと　こうき

３年

( 18 歳 ) 全11種目　１級獲得

むらた　そよ

１年 （平成28年11月20日）

( 7 歳 ) 画の部　内閣総理大臣賞

やぶい　さとみ

３年

( 18 歳 ) 全８種目　１級取得

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

41

盈進中学校
第26回島根県雲南市

永井隆平和賞
主催 雲南市，雲南市教育委員会

前原　未来

後援
文部科学省，島根県，島根県教育
委員会，朝日新聞松江総局ほか

42

広島市立
広島特別支援学校

広島県特別支援学校技能検定

主催
広島県特別支援学校認定資格研究
協議会

44

県立大竹高等学校
日本情報処理検定協会主催

検定試験
主催 日本情報処理検定協会

宮本　光生

43

尾道市立三成小学校 第84回全国書画展覧会 主催 全国書画展覧会運営委員会

薮井　里美

後援 文部科学省

村田　想葉

後援
文部科学省，広島県，全日本書写
書道教育研究会，日本放送協会ほ
か

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

46

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

45

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


