
平成30年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧氏　　名氏　　名氏　　名氏　　名 所　　属所　　属所　　属所　　属学　　年学　　年学　　年学　　年 表彰理由表彰理由表彰理由表彰理由たちかわ　りんたちかわ　りんたちかわ　りんたちかわ　りん ２年２年２年２年 平成30年７月27日～29日平成30年７月27日～29日平成30年７月27日～29日平成30年７月27日～29日バンビ　男子シングルス優勝バンビ　男子シングルス優勝バンビ　男子シングルス優勝バンビ　男子シングルス優勝あさい　らいとあさい　らいとあさい　らいとあさい　らいと ３年３年３年３年 平成30年11月11日平成30年11月11日平成30年11月11日平成30年11月11日小学３年男子組手競技優勝小学３年男子組手競技優勝小学３年男子組手競技優勝小学３年男子組手競技優勝たけおか　きよらたけおか　きよらたけおか　きよらたけおか　きよら ３年３年３年３年 平成30年10月2日平成30年10月2日平成30年10月2日平成30年10月2日SectionⅢ　ユース部門インファントB自由曲コースSectionⅢ　ユース部門インファントB自由曲コースSectionⅢ　ユース部門インファントB自由曲コースSectionⅢ　ユース部門インファントB自由曲コース第１位第１位第１位第１位えさき　ゆらえさき　ゆらえさき　ゆらえさき　ゆら ４年４年４年４年 平成30年11月11日平成30年11月11日平成30年11月11日平成30年11月11日小学４年女子形競技優勝小学４年女子形競技優勝小学４年女子形競技優勝小学４年女子形競技優勝くりはら　れいじくりはら　れいじくりはら　れいじくりはら　れいじ ５年５年５年５年 平成30年11月11日平成30年11月11日平成30年11月11日平成30年11月11日小学５年男子形競技優勝小学５年男子形競技優勝小学５年男子形競技優勝小学５年男子形競技優勝ひが　もえひが　もえひが　もえひが　もえ ５年５年５年５年 平成30年8月22日～25日平成30年8月22日～25日平成30年8月22日～25日平成30年8月22日～25日アーティスティックスイミング競技　10－12歳　ソロ第アーティスティックスイミング競技　10－12歳　ソロ第アーティスティックスイミング競技　10－12歳　ソロ第アーティスティックスイミング競技　10－12歳　ソロ第１位１位１位１位ふくはら　かおるこふくはら　かおるこふくはら　かおるこふくはら　かおるこ ５年５年５年５年 平成30年11月17日平成30年11月17日平成30年11月17日平成30年11月17日小学５年生の部文部科学大臣賞小学５年生の部文部科学大臣賞小学５年生の部文部科学大臣賞小学５年生の部文部科学大臣賞いのした　あいかいのした　あいかいのした　あいかいのした　あいか ６年６年６年６年 平成30年度9月24日平成30年度9月24日平成30年度9月24日平成30年度9月24日女子の部優勝女子の部優勝女子の部優勝女子の部優勝こにし　とわこにし　とわこにし　とわこにし　とわ ６年６年６年６年 平成30年11月11日平成30年11月11日平成30年11月11日平成30年11月11日小学６年女子組手競技優勝小学６年女子組手競技優勝小学６年女子組手競技優勝小学６年女子組手競技優勝のむら　みはねのむら　みはねのむら　みはねのむら　みはね ６年６年６年６年 平成31年1月19日平成31年1月19日平成31年1月19日平成31年1月19日椋鳩十賞椋鳩十賞椋鳩十賞椋鳩十賞

〇個人（45名）〇個人（45名）〇個人（45名）〇個人（45名）

外務省，文化庁，在日フランス大使館外務省，文化庁，在日フランス大使館外務省，文化庁，在日フランス大使館外務省，文化庁，在日フランス大使館ほかほかほかほか

大会などの主催・後援大会などの主催・後援大会などの主催・後援大会などの主催・後援1111 広島市立亀山小学校広島市立亀山小学校広島市立亀山小学校広島市立亀山小学校 全農杯　平成30年度全日本卓球選手権大会全農杯　平成30年度全日本卓球選手権大会全農杯　平成30年度全日本卓球選手権大会全農杯　平成30年度全日本卓球選手権大会 主催主催主催主催 （公財）日本卓球協会（公財）日本卓球協会（公財）日本卓球協会（公財）日本卓球協会立川　凜立川　凜立川　凜立川　凜 後援後援後援後援 兵庫県，兵庫県教育委員会，兵庫県，兵庫県教育委員会，兵庫県，兵庫県教育委員会，兵庫県，兵庫県教育委員会，（公財）兵庫県体育協会　ほか（公財）兵庫県体育協会　ほか（公財）兵庫県体育協会　ほか（公財）兵庫県体育協会　ほか（公財）全日本空手道連盟（公財）全日本空手道連盟（公財）全日本空手道連盟（公財）全日本空手道連盟3333 広島市立幟町小学校広島市立幟町小学校広島市立幟町小学校広島市立幟町小学校 第19回大阪国際音楽コンクール第19回大阪国際音楽コンクール第19回大阪国際音楽コンクール第19回大阪国際音楽コンクール 主催主催主催主催 大阪国際音楽振興会大阪国際音楽振興会大阪国際音楽振興会大阪国際音楽振興会竹岡　聖良竹岡　聖良竹岡　聖良竹岡　聖良 後援後援後援後援
2222 世羅町立甲山小学校世羅町立甲山小学校世羅町立甲山小学校世羅町立甲山小学校 第56回全国空手道選手権大会第56回全国空手道選手権大会第56回全国空手道選手権大会第56回全国空手道選手権大会 主催主催主催主催 日本空手道連合会日本空手道連合会日本空手道連合会日本空手道連合会浅井　来翔浅井　来翔浅井　来翔浅井　来翔 後援後援後援後援

（公財）全日本空手道連盟（公財）全日本空手道連盟（公財）全日本空手道連盟（公財）全日本空手道連盟6666 広島市立天満小学校広島市立天満小学校広島市立天満小学校広島市立天満小学校 第41回全国JOCジュニアオリンピックカップ第41回全国JOCジュニアオリンピックカップ第41回全国JOCジュニアオリンピックカップ第41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夏季水泳競技大会夏季水泳競技大会夏季水泳競技大会 主催主催主催主催 （公財）日本水泳連盟・岩手県水泳連盟（公財）日本水泳連盟・岩手県水泳連盟（公財）日本水泳連盟・岩手県水泳連盟（公財）日本水泳連盟・岩手県水泳連盟比嘉　もえ比嘉　もえ比嘉　もえ比嘉　もえ 後援後援後援後援
（公財）全日本空手道連盟（公財）全日本空手道連盟（公財）全日本空手道連盟（公財）全日本空手道連盟5555 呉市立昭和西小学校呉市立昭和西小学校呉市立昭和西小学校呉市立昭和西小学校 第56回全国空手道選手権大会第56回全国空手道選手権大会第56回全国空手道選手権大会第56回全国空手道選手権大会 主催主催主催主催 日本空手道連合会日本空手道連合会日本空手道連合会日本空手道連合会栗原　怜之栗原　怜之栗原　怜之栗原　怜之 後援後援後援後援

4444 東広島市立西条小学校東広島市立西条小学校東広島市立西条小学校東広島市立西条小学校 第56回全国空手道選手権大会第56回全国空手道選手権大会第56回全国空手道選手権大会第56回全国空手道選手権大会 主催主催主催主催 日本空手道連合会日本空手道連合会日本空手道連合会日本空手道連合会江嵜　由空江嵜　由空江嵜　由空江嵜　由空 後援後援後援後援

文部科学省，環境賞，全国都道府県教育文部科学省，環境賞，全国都道府県教育文部科学省，環境賞，全国都道府県教育文部科学省，環境賞，全国都道府県教育委員会連合会　ほか委員会連合会　ほか委員会連合会　ほか委員会連合会　ほか8888 東広島市立東西条小学校東広島市立東西条小学校東広島市立東西条小学校東広島市立東西条小学校 2018年度第12回全国小学生ゴルフ大会2018年度第12回全国小学生ゴルフ大会2018年度第12回全国小学生ゴルフ大会2018年度第12回全国小学生ゴルフ大会 主催主催主催主催 （公財）日本ゴルフ協会（公財）日本ゴルフ協会（公財）日本ゴルフ協会（公財）日本ゴルフ協会井ノ下　愛華井ノ下　愛華井ノ下　愛華井ノ下　愛華 後援後援後援後援
文部科学省，（公財）日本オリンピック文部科学省，（公財）日本オリンピック文部科学省，（公財）日本オリンピック文部科学省，（公財）日本オリンピック委員会，読売新聞社委員会，読売新聞社委員会，読売新聞社委員会，読売新聞社7777 広島市立みどり坂小学校広島市立みどり坂小学校広島市立みどり坂小学校広島市立みどり坂小学校 第33回「WE LOVE トンボ」絵画コンクール第33回「WE LOVE トンボ」絵画コンクール第33回「WE LOVE トンボ」絵画コンクール第33回「WE LOVE トンボ」絵画コンクール 主催主催主催主催 朝日新聞社，朝日学生新聞社朝日新聞社，朝日学生新聞社朝日新聞社，朝日学生新聞社朝日新聞社，朝日学生新聞社福原　薫子福原　薫子福原　薫子福原　薫子 後援後援後援後援
（公財）全日本空手道連盟（公財）全日本空手道連盟（公財）全日本空手道連盟（公財）全日本空手道連盟10101010 府中市立旭小学校府中市立旭小学校府中市立旭小学校府中市立旭小学校 第28回椋鳩十文学記念館賞第28回椋鳩十文学記念館賞第28回椋鳩十文学記念館賞第28回椋鳩十文学記念館賞全国読書感想文コンクール全国読書感想文コンクール全国読書感想文コンクール全国読書感想文コンクール 主催主催主催主催 姶良市，姶良市教育委員会，椋鳩十文学姶良市，姶良市教育委員会，椋鳩十文学姶良市，姶良市教育委員会，椋鳩十文学姶良市，姶良市教育委員会，椋鳩十文学記念館記念館記念館記念館野村　美羽野村　美羽野村　美羽野村　美羽 後援後援後援後援
読売新聞社読売新聞社読売新聞社読売新聞社9999 世羅町立世羅小学校世羅町立世羅小学校世羅町立世羅小学校世羅町立世羅小学校 第56回全国空手道選手権大会第56回全国空手道選手権大会第56回全国空手道選手権大会第56回全国空手道選手権大会 主催主催主催主催 日本空手道連合会日本空手道連合会日本空手道連合会日本空手道連合会小西　永遠小西　永遠小西　永遠小西　永遠 後援後援後援後援 鹿児島県教育委員会，日本児童文学者協鹿児島県教育委員会，日本児童文学者協鹿児島県教育委員会，日本児童文学者協鹿児島県教育委員会，日本児童文学者協会，会，会，会，南日本新聞社南日本新聞社南日本新聞社南日本新聞社

年齢は平成年齢は平成年齢は平成年齢は平成31313131年年年年3333月月月月27272727日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のもの



平成30年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧氏　　名氏　　名氏　　名氏　　名 所　　属所　　属所　　属所　　属学　　年学　　年学　　年学　　年 表彰理由表彰理由表彰理由表彰理由〇個人（45名）〇個人（45名）〇個人（45名）〇個人（45名） 大会などの主催・後援大会などの主催・後援大会などの主催・後援大会などの主催・後援年齢は平成年齢は平成年齢は平成年齢は平成31313131年年年年3333月月月月27272727日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のものふくおか　さくらふくおか　さくらふくおか　さくらふくおか　さくら ６年６年６年６年 平成30年9月23日平成30年9月23日平成30年9月23日平成30年9月23日第36回小学生女子の部優勝第36回小学生女子の部優勝第36回小学生女子の部優勝第36回小学生女子の部優勝むらかみ　やくもむらかみ　やくもむらかみ　やくもむらかみ　やくも ６年６年６年６年 平成30年8月18日平成30年8月18日平成30年8月18日平成30年8月18日最優秀作品賞最優秀作品賞最優秀作品賞最優秀作品賞なかの　たくみなかの　たくみなかの　たくみなかの　たくみ １年１年１年１年 平成30年11月24日平成30年11月24日平成30年11月24日平成30年11月24日内閣総理大臣賞内閣総理大臣賞内閣総理大臣賞内閣総理大臣賞たけもと　わかたけもと　わかたけもと　わかたけもと　わか ２年２年２年２年 平成30年10月10日平成30年10月10日平成30年10月10日平成30年10月10日文部科学大臣賞文部科学大臣賞文部科学大臣賞文部科学大臣賞てしま　ゆうそうてしま　ゆうそうてしま　ゆうそうてしま　ゆうそう ２年２年２年２年 平成30年７月27日～29日平成30年７月27日～29日平成30年７月27日～29日平成30年７月27日～29日シーホッパー級SR男子優勝シーホッパー級SR男子優勝シーホッパー級SR男子優勝シーホッパー級SR男子優勝やまもと　ゆうりやまもと　ゆうりやまもと　ゆうりやまもと　ゆうり ２年２年２年２年 平成30年10月12日～14日平成30年10月12日～14日平成30年10月12日～14日平成30年10月12日～14日女子800ｍ優勝女子800ｍ優勝女子800ｍ優勝女子800ｍ優勝あさぎ　つきはあさぎ　つきはあさぎ　つきはあさぎ　つきは ３年３年３年３年 平成30年10月12日～14日平成30年10月12日～14日平成30年10月12日～14日平成30年10月12日～14日100ｍYH第１位100ｍYH第１位100ｍYH第１位100ｍYH第１位うの　ゆづきうの　ゆづきうの　ゆづきうの　ゆづき ３年３年３年３年 平成31年1月6日平成31年1月6日平成31年1月6日平成31年1月6日中学部文部科学大臣賞中学部文部科学大臣賞中学部文部科学大臣賞中学部文部科学大臣賞にしや　こうきにしや　こうきにしや　こうきにしや　こうき ３年３年３年３年 平成30年７月14日～16日平成30年７月14日～16日平成30年７月14日～16日平成30年７月14日～16日男子シングルスカル優勝男子シングルスカル優勝男子シングルスカル優勝男子シングルスカル優勝はましま　れいなはましま　れいなはましま　れいなはましま　れいな ３年３年３年３年 平成30年11月18日～23日平成30年11月18日～23日平成30年11月18日～23日平成30年11月18日～23日女子シングルス優勝女子シングルス優勝女子シングルス優勝女子シングルス優勝国別対抗優勝国別対抗優勝国別対抗優勝国別対抗優勝

スポーツ庁，日本財団，全日本剣道連盟スポーツ庁，日本財団，全日本剣道連盟スポーツ庁，日本財団，全日本剣道連盟スポーツ庁，日本財団，全日本剣道連盟ほかほかほかほか12121212 尾道市立三幸小学校尾道市立三幸小学校尾道市立三幸小学校尾道市立三幸小学校 生きもの写真リトルリーグ2018生きもの写真リトルリーグ2018生きもの写真リトルリーグ2018生きもの写真リトルリーグ2018小学生・中学生フ小学生・中学生フ小学生・中学生フ小学生・中学生フォォォォトコンテストトコンテストトコンテストトコンテスト 主催主催主催主催 生きもの写真リトルリーグ生きもの写真リトルリーグ生きもの写真リトルリーグ生きもの写真リトルリーグ実行実行実行実行委員会委員会委員会委員会村上　八雲村上　八雲村上　八雲村上　八雲 後援後援後援後援
11111111 広島市立大芝小学校広島市立大芝小学校広島市立大芝小学校広島市立大芝小学校 全国道全国道全国道全国道場少場少場少場少年剣道選手権大会年剣道選手権大会年剣道選手権大会年剣道選手権大会 主催主催主催主催 （（（（一一一一財）全日本剣道道財）全日本剣道道財）全日本剣道道財）全日本剣道道場場場場連盟連盟連盟連盟福岡　さくら福岡　さくら福岡　さくら福岡　さくら 後援後援後援後援

内閣府内閣府内閣府内閣府,,,,文部科学省，文部科学省，文部科学省，文部科学省，茨城茨城茨城茨城県，県，県，県，埼玉埼玉埼玉埼玉県，県，県，県，福井福井福井福井県　ほか県　ほか県　ほか県　ほか14141414 広島なぎさ中学校広島なぎさ中学校広島なぎさ中学校広島なぎさ中学校 第７回第７回第７回第７回私私私私のアイアイのアイアイのアイアイのアイアイメメメメッッッッセセセセージコンテストージコンテストージコンテストージコンテスト 主催主催主催主催 毎毎毎毎日新聞日新聞日新聞日新聞竹本　沙代竹本　沙代竹本　沙代竹本　沙代 後援後援後援後援
小小小小諸諸諸諸市，小市，小市，小市，小諸諸諸諸市教育委員会，市教育委員会，市教育委員会，市教育委員会，日本自日本自日本自日本自然然然然科学写真協会，（公財）日本写科学写真協会，（公財）日本写科学写真協会，（公財）日本写科学写真協会，（公財）日本写真協会真協会真協会真協会13131313 熊野町立熊野東中学校熊野町立熊野東中学校熊野町立熊野東中学校熊野町立熊野東中学校 第30回全国書写書道大会第30回全国書写書道大会第30回全国書写書道大会第30回全国書写書道大会 主催主催主催主催 NPNPNPNPOOOO法人法人法人法人全日本書写書道教育連盟全日本書写書道教育連盟全日本書写書道教育連盟全日本書写書道教育連盟中野　巧望中野　巧望中野　巧望中野　巧望 後援後援後援後援
高松高松高松高松市，市，市，市，高松高松高松高松市教育委員会，市教育委員会，市教育委員会，市教育委員会，（公財）（公財）（公財）（公財）高松高松高松高松市スポーツ協会　ほか市スポーツ協会　ほか市スポーツ協会　ほか市スポーツ協会　ほか16161616 三原市立大和中学校三原市立大和中学校三原市立大和中学校三原市立大和中学校 第49回ジュニアオリンピック第49回ジュニアオリンピック第49回ジュニアオリンピック第49回ジュニアオリンピック陸上陸上陸上陸上競技大会競技大会競技大会競技大会 主催主催主催主催 （公財）日本（公財）日本（公財）日本（公財）日本陸上陸上陸上陸上競技連盟競技連盟競技連盟競技連盟山本　悠理山本　悠理山本　悠理山本　悠理 後援後援後援後援
文部科学省，（公社）日本文部科学省，（公社）日本文部科学省，（公社）日本文部科学省，（公社）日本眼眼眼眼科科科科医医医医会，会，会，会，（公財）日本学（公財）日本学（公財）日本学（公財）日本学校保健校保健校保健校保健会会会会15151515 広島なぎさ中学校広島なぎさ中学校広島なぎさ中学校広島なぎさ中学校 第16回全国中学第16回全国中学第16回全国中学第16回全国中学校ヨ校ヨ校ヨ校ヨット選手権大会ット選手権大会ット選手権大会ット選手権大会 主催主催主催主催 全国中学全国中学全国中学全国中学校ヨ校ヨ校ヨ校ヨット選手権大会連ット選手権大会連ット選手権大会連ット選手権大会連絡絡絡絡協協協協議議議議会，第16回全国中学会，第16回全国中学会，第16回全国中学会，第16回全国中学校ヨ校ヨ校ヨ校ヨット選手権大会ット選手権大会ット選手権大会ット選手権大会実行実行実行実行委員会，委員会，委員会，委員会，香川香川香川香川県県県県ヨヨヨヨット連盟ット連盟ット連盟ット連盟豊島　有壮豊島　有壮豊島　有壮豊島　有壮 後援後援後援後援
スポーツ庁，朝日新聞社，（公財）日本スポーツ庁，朝日新聞社，（公財）日本スポーツ庁，朝日新聞社，（公財）日本スポーツ庁，朝日新聞社，（公財）日本中学中学中学中学校校校校体育連盟，体育連盟，体育連盟，体育連盟，神奈川神奈川神奈川神奈川県教育委員会　ほか県教育委員会　ほか県教育委員会　ほか県教育委員会　ほか18181818 広島市立白木中学校広島市立白木中学校広島市立白木中学校広島市立白木中学校 第68回全日本学生書道第68回全日本学生書道第68回全日本学生書道第68回全日本学生書道展展展展 主催主催主催主催 （公財）日本書道教育学会（公財）日本書道教育学会（公財）日本書道教育学会（公財）日本書道教育学会宇野　夢津樹宇野　夢津樹宇野　夢津樹宇野　夢津樹 後援後援後援後援
スポーツ庁，朝日新聞社，（公財）日本スポーツ庁，朝日新聞社，（公財）日本スポーツ庁，朝日新聞社，（公財）日本スポーツ庁，朝日新聞社，（公財）日本中学中学中学中学校校校校体育連盟，体育連盟，体育連盟，体育連盟，神奈川神奈川神奈川神奈川県教育委員会　ほか県教育委員会　ほか県教育委員会　ほか県教育委員会　ほか17171717 広島市立口田中学校広島市立口田中学校広島市立口田中学校広島市立口田中学校 第49回ジュニアオリンピック第49回ジュニアオリンピック第49回ジュニアオリンピック第49回ジュニアオリンピック陸上陸上陸上陸上競技大会競技大会競技大会競技大会 主催主催主催主催 （公財）日本（公財）日本（公財）日本（公財）日本陸上陸上陸上陸上競技連盟競技連盟競技連盟競技連盟浅木　都紀葉浅木　都紀葉浅木　都紀葉浅木　都紀葉 後援後援後援後援
岐阜岐阜岐阜岐阜県，中部ボート連盟県，中部ボート連盟県，中部ボート連盟県，中部ボート連盟20202020 広島修道大学附属広島修道大学附属広島修道大学附属広島修道大学附属鈴峯女子中学校鈴峯女子中学校鈴峯女子中学校鈴峯女子中学校 第３回第３回第３回第３回世界世界世界世界ジュニアソフトテニス選手権ジュニアソフトテニス選手権ジュニアソフトテニス選手権ジュニアソフトテニス選手権 主催主催主催主催 国際ソフトテニス連盟国際ソフトテニス連盟国際ソフトテニス連盟国際ソフトテニス連盟濱島　怜奈濱島　怜奈濱島　怜奈濱島　怜奈
文化庁，文化庁，文化庁，文化庁，東京東京東京東京都教育委員会　ほか都教育委員会　ほか都教育委員会　ほか都教育委員会　ほか19191919 福山市立培遠中学校福山市立培遠中学校福山市立培遠中学校福山市立培遠中学校 第38回全日本中学選手権競第38回全日本中学選手権競第38回全日本中学選手権競第38回全日本中学選手権競漕漕漕漕大会大会大会大会 主催主催主催主催 （公社）日本ボート協会，全国中学（公社）日本ボート協会，全国中学（公社）日本ボート協会，全国中学（公社）日本ボート協会，全国中学校校校校ボート連盟，ボート連盟，ボート連盟，ボート連盟，海津海津海津海津市，市，市，市，中日新聞社中日新聞社中日新聞社中日新聞社西谷　光貴西谷　光貴西谷　光貴西谷　光貴 後援後援後援後援



平成30年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧氏　　名氏　　名氏　　名氏　　名 所　　属所　　属所　　属所　　属学　　年学　　年学　　年学　　年 表彰理由表彰理由表彰理由表彰理由〇個人（45名）〇個人（45名）〇個人（45名）〇個人（45名） 大会などの主催・後援大会などの主催・後援大会などの主催・後援大会などの主催・後援年齢は平成年齢は平成年齢は平成年齢は平成31313131年年年年3333月月月月27272727日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のものいそむら　ここいそむら　ここいそむら　ここいそむら　こころろろろ １年１年１年１年 平成30年10月30日～11月4日平成30年10月30日～11月4日平成30年10月30日～11月4日平成30年10月30日～11月4日男子シングルス優勝男子シングルス優勝男子シングルス優勝男子シングルス優勝おおおおおおおおだだだだん　りりこん　りりこん　りりこん　りりこ １年１年１年１年 平成30年11月19日平成30年11月19日平成30年11月19日平成30年11月19日高校高校高校高校生の部総務大臣賞生の部総務大臣賞生の部総務大臣賞生の部総務大臣賞かじはら　あらしかじはら　あらしかじはら　あらしかじはら　あらし １年１年１年１年 平成30年平成30年平成30年平成30年８８８８月月月月２２２２日～７日日～７日日～７日日～７日フライ級第１位フライ級第１位フライ級第１位フライ級第１位ごごごごとう　ゆうとう　ゆうとう　ゆうとう　ゆうせせせせいいいい １年１年１年１年 平成30年8月5日平成30年8月5日平成30年8月5日平成30年8月5日男子74男子74男子74男子74kgkgkgkg級優勝級優勝級優勝級優勝あかあかあかあかせせせせ　ちさき　ちさき　ちさき　ちさき ２年２年２年２年 平成30年７月23日～26日平成30年７月23日～26日平成30年７月23日～26日平成30年７月23日～26日朗朗朗朗読部門優勝読部門優勝読部門優勝読部門優勝うえうえうえうえだだだだ　まき　まき　まき　まき ２年２年２年２年 平成30年7月4日～５日平成30年7月4日～５日平成30年7月4日～５日平成30年7月4日～５日女子800ｍ優勝女子800ｍ優勝女子800ｍ優勝女子800ｍ優勝ととととでででで　し　し　し　しょょょょうたうたうたうた ２年２年２年２年 平成30年7月29日平成30年7月29日平成30年7月29日平成30年7月29日組手組手組手組手試試試試合　合　合　合　高校高校高校高校生生生生重量重量重量重量級の部優勝級の部優勝級の部優勝級の部優勝ふくなが　なつきふくなが　なつきふくなが　なつきふくなが　なつき ２年２年２年２年 平成30年4月15日平成30年4月15日平成30年4月15日平成30年4月15日90909090ｋｇ超ｋｇ超ｋｇ超ｋｇ超級優勝級優勝級優勝級優勝あんあんあんあんどどどどう　あみう　あみう　あみう　あみ ３年３年３年３年 平成30年8月1日平成30年8月1日平成30年8月1日平成30年8月1日珠算珠算珠算珠算の部　の部　の部　の部　種目種目種目種目別別別別伝票算伝票算伝票算伝票算競技・競技・競技・競技・応用計算応用計算応用計算応用計算競技優勝競技優勝競技優勝競技優勝いりえ　あやかいりえ　あやかいりえ　あやかいりえ　あやか ３年３年３年３年 平成30年12月7日平成30年12月7日平成30年12月7日平成30年12月7日原原原原画の部画の部画の部画の部【高等【高等【高等【高等学学学学校】校】校】校】農農農農林林林林水水水水産産産産大臣賞大臣賞大臣賞大臣賞

福岡福岡福岡福岡県，県，県，県，福岡福岡福岡福岡市，市，市，市，福岡福岡福岡福岡県教育委員会，県教育委員会，県教育委員会，県教育委員会，（公財）（公財）（公財）（公財）福岡福岡福岡福岡県体育協会　ほか県体育協会　ほか県体育協会　ほか県体育協会　ほか22222222 広島大学附属高等学校広島大学附属高等学校広島大学附属高等学校広島大学附属高等学校 統計デ統計デ統計デ統計デーーーータ分析タ分析タ分析タ分析コンコンコンコンペペペペティシティシティシティショョョョンンンン 主催主催主催主催 総務省，総務省，総務省，総務省，独立行政法人統計セ独立行政法人統計セ独立行政法人統計セ独立行政法人統計センンンンタタタター，ー，ー，ー，（（（（一一一一財）日本財）日本財）日本財）日本統計統計統計統計協会協会協会協会大段　利々子大段　利々子大段　利々子大段　利々子
21212121 広島市立広島市立広島市立広島市立広島みらい創生高等学校広島みらい創生高等学校広島みらい創生高等学校広島みらい創生高等学校 2018 2018 2018 2018 U-U-U-U-15 全国選15 全国選15 全国選15 全国選抜抜抜抜ジュニアテニス選手権大会ジュニアテニス選手権大会ジュニアテニス選手権大会ジュニアテニス選手権大会（第37回中（第37回中（第37回中（第37回中牟田牟田牟田牟田杯）杯）杯）杯） 主催主催主催主催 ((((公財公財公財公財))))日本テニス協会日本テニス協会日本テニス協会日本テニス協会磯村　志磯村　志磯村　志磯村　志 後援後援後援後援

スポーツ庁，（公財）日本スポーツ協スポーツ庁，（公財）日本スポーツ協スポーツ庁，（公財）日本スポーツ協スポーツ庁，（公財）日本スポーツ協会，日本会，日本会，日本会，日本放送放送放送放送協会　ほか協会　ほか協会　ほか協会　ほか24242424 県立広島工業高等学校県立広島工業高等学校県立広島工業高等学校県立広島工業高等学校 文部科学大臣杯文部科学大臣杯文部科学大臣杯文部科学大臣杯争奪争奪争奪争奪第36回全日本第36回全日本第36回全日本第36回全日本高等高等高等高等学学学学校校校校パパパパワワワワーリフティング選手権大会ーリフティング選手権大会ーリフティング選手権大会ーリフティング選手権大会 主催主催主催主催 全日本全日本全日本全日本高等高等高等高等学学学学校校校校パパパパワワワワーリフティング連盟ーリフティング連盟ーリフティング連盟ーリフティング連盟後藤　優誠後藤　優誠後藤　優誠後藤　優誠 後援後援後援後援
国国国国立研究開発法人立研究開発法人立研究開発法人立研究開発法人科学技科学技科学技科学技術術術術振興振興振興振興機構機構機構機構，，，，（（（（一一一一社）日本社）日本社）日本社）日本統計統計統計統計学会，全国学会，全国学会，全国学会，全国統計統計統計統計教育教育教育教育研研研研究究究究協協協協議議議議会会会会23232323 崇徳高等学校崇徳高等学校崇徳高等学校崇徳高等学校 平成30年度全国平成30年度全国平成30年度全国平成30年度全国高等高等高等高等学学学学校校校校総合体育大会総合体育大会総合体育大会総合体育大会ボクシング競技大会ボクシング競技大会ボクシング競技大会ボクシング競技大会第72回全国第72回全国第72回全国第72回全国高等高等高等高等学学学学校校校校ボクシング選手権大会ボクシング選手権大会ボクシング選手権大会ボクシング選手権大会 主催主催主催主催 （公財）全国（公財）全国（公財）全国（公財）全国高等高等高等高等学学学学校校校校体育連盟，（体育連盟，（体育連盟，（体育連盟，（一一一一社）日本ボクシング連盟社）日本ボクシング連盟社）日本ボクシング連盟社）日本ボクシング連盟岐阜岐阜岐阜岐阜県，県，県，県，岐阜岐阜岐阜岐阜県教育委員会　ほか県教育委員会　ほか県教育委員会　ほか県教育委員会　ほか梶原　嵐梶原　嵐梶原　嵐梶原　嵐 後援後援後援後援
文部科学省，全国文部科学省，全国文部科学省，全国文部科学省，全国高等高等高等高等学学学学校長校長校長校長協会，協会，協会，協会，日本日本日本日本私立私立私立私立中学中学中学中学高等高等高等高等学学学学校校校校連合会，連合会，連合会，連合会，（（（（一一一一社）日本社）日本社）日本社）日本放送放送放送放送作作作作家家家家協会協会協会協会26262626 広島市立舟入高等学校広島市立舟入高等学校広島市立舟入高等学校広島市立舟入高等学校 第３回ユースオリンピック競技大会第３回ユースオリンピック競技大会第３回ユースオリンピック競技大会第３回ユースオリンピック競技大会陸上陸上陸上陸上競技競技競技競技アジアアジアアジアアジア地区予地区予地区予地区予選大会選大会選大会選大会 主催主催主催主催 国際国際国際国際陸上陸上陸上陸上競技連盟，アジア競技連盟，アジア競技連盟，アジア競技連盟，アジア陸上陸上陸上陸上競技連盟競技連盟競技連盟競技連盟上田　万葵上田　万葵上田　万葵上田　万葵
文部科学省，スポーツ庁，文部科学省，スポーツ庁，文部科学省，スポーツ庁，文部科学省，スポーツ庁，（公社）日本パ（公社）日本パ（公社）日本パ（公社）日本パワワワワーリフティング協会ーリフティング協会ーリフティング協会ーリフティング協会ほかほかほかほか25252525 県立呉三津田高等学校県立呉三津田高等学校県立呉三津田高等学校県立呉三津田高等学校 第65回第65回第65回第65回ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ杯全国杯全国杯全国杯全国高校放送高校放送高校放送高校放送コンテストコンテストコンテストコンテスト 主催主催主催主催 全国全国全国全国放送放送放送放送教育教育教育教育研究研究研究研究会連盟・会連盟・会連盟・会連盟・ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ（（（（ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ杯全国杯全国杯全国杯全国高校放送高校放送高校放送高校放送コンテスト委員コンテスト委員コンテスト委員コンテスト委員会）会）会）会）赤瀬　智咲赤瀬　智咲赤瀬　智咲赤瀬　智咲 後援後援後援後援
大阪府，大阪市，大阪市教育委員会　ほ大阪府，大阪市，大阪市教育委員会　ほ大阪府，大阪市，大阪市教育委員会　ほ大阪府，大阪市，大阪市教育委員会　ほかかかか28282828 崇徳高等学校崇徳高等学校崇徳高等学校崇徳高等学校 平成30年度全日本カ平成30年度全日本カ平成30年度全日本カ平成30年度全日本カデ柔デ柔デ柔デ柔道体道体道体道体重重重重別選手権大会別選手権大会別選手権大会別選手権大会 主催主催主催主催 （公財）全日本（公財）全日本（公財）全日本（公財）全日本柔柔柔柔道連盟道連盟道連盟道連盟福永　夏生福永　夏生福永　夏生福永　夏生 後援後援後援後援

27272727 銀河学院高等学校銀河学院高等学校銀河学院高等学校銀河学院高等学校 少林寺流錬心舘少林寺流錬心舘少林寺流錬心舘少林寺流錬心舘　第48回全国空手道選手権大会　第48回全国空手道選手権大会　第48回全国空手道選手権大会　第48回全国空手道選手権大会 主催主催主催主催 全日本全日本全日本全日本少林寺流少林寺流少林寺流少林寺流空手道連盟空手道連盟空手道連盟空手道連盟戸出　奨大戸出　奨大戸出　奨大戸出　奨大 後援後援後援後援
文部科学省，文部科学省，文部科学省，文部科学省，東京東京東京東京都教育委員会，都教育委員会，都教育委員会，都教育委員会，日本日本日本日本商工商工商工商工会会会会議所議所議所議所　ほか　ほか　ほか　ほか30303030 県立尾道東高等学校県立尾道東高等学校県立尾道東高等学校県立尾道東高等学校 平成30年度平成30年度平成30年度平成30年度山火事予防山火事予防山火事予防山火事予防ポスポスポスポスタタタターーーー用原用原用原用原画画画画及び標語及び標語及び標語及び標語 主催主催主催主催 （（（（一一一一財）日本財）日本財）日本財）日本森林業森林業森林業森林業振興会振興会振興会振興会入江　綾香入江　綾香入江　綾香入江　綾香 後援後援後援後援
（公財）（公財）（公財）（公財）講講講講道館，朝日新聞社，大阪府，道館，朝日新聞社，大阪府，道館，朝日新聞社，大阪府，道館，朝日新聞社，大阪府，大阪市　ほか大阪市　ほか大阪市　ほか大阪市　ほか29292929 広島翔洋高等学校広島翔洋高等学校広島翔洋高等学校広島翔洋高等学校 平成30年度第65回全国平成30年度第65回全国平成30年度第65回全国平成30年度第65回全国高等高等高等高等学学学学校珠算校珠算校珠算校珠算・・・・電電電電卓競技大会卓競技大会卓競技大会卓競技大会 主催主催主催主催 全国全国全国全国商業高等商業高等商業高等商業高等学学学学校長校長校長校長協会，協会，協会，協会，（公財）全国（公財）全国（公財）全国（公財）全国商業高等商業高等商業高等商業高等学学学学校校校校協会協会協会協会安藤　杏美安藤　杏美安藤　杏美安藤　杏美 後援後援後援後援 総務省総務省総務省総務省消防消防消防消防庁，文部科学省，庁，文部科学省，庁，文部科学省，庁，文部科学省，林野林野林野林野庁　ほ庁　ほ庁　ほ庁　ほかかかか



平成30年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧氏　　名氏　　名氏　　名氏　　名 所　　属所　　属所　　属所　　属学　　年学　　年学　　年学　　年 表彰理由表彰理由表彰理由表彰理由〇個人（45名）〇個人（45名）〇個人（45名）〇個人（45名） 大会などの主催・後援大会などの主催・後援大会などの主催・後援大会などの主催・後援年齢は平成年齢は平成年齢は平成年齢は平成31313131年年年年3333月月月月27272727日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のものうちうちうちうちぼぼぼぼり　とおこり　とおこり　とおこり　とおこ ３年３年３年３年 平成30年8月1日平成30年8月1日平成30年8月1日平成30年8月1日電電電電卓の部　卓の部　卓の部　卓の部　個人個人個人個人総合競技　優勝総合競技　優勝総合競技　優勝総合競技　優勝かじやま　りんたろうかじやま　りんたろうかじやま　りんたろうかじやま　りんたろう ３年３年３年３年 平成30年7月4日～５日平成30年7月4日～５日平成30年7月4日～５日平成30年7月4日～５日男子3000ｍ優勝男子3000ｍ優勝男子3000ｍ優勝男子3000ｍ優勝きたやま　あゆむきたやま　あゆむきたやま　あゆむきたやま　あゆむ 高等部３年高等部３年高等部３年高等部３年 全11全11全11全11種目種目種目種目１級１級１級１級獲得獲得獲得獲得たがしら　まなとたがしら　まなとたがしら　まなとたがしら　まなと 高等部３年高等部３年高等部３年高等部３年 平成30年10月12日～14日平成30年10月12日～14日平成30年10月12日～14日平成30年10月12日～14日男子男子男子男子一一一一部400ｍ第１位部400ｍ第１位部400ｍ第１位部400ｍ第１位つつつつだだだだ　たける　たける　たける　たける 高等部３年高等部３年高等部３年高等部３年 全11全11全11全11種目種目種目種目１級１級１級１級獲得獲得獲得獲得とさおか　もえとさおか　もえとさおか　もえとさおか　もえ ３年３年３年３年 平成30年8月1日平成30年8月1日平成30年8月1日平成30年8月1日珠算珠算珠算珠算の部　の部　の部　の部　個人個人個人個人総合競技優勝総合競技優勝総合競技優勝総合競技優勝なかがわ　こなんなかがわ　こなんなかがわ　こなんなかがわ　こなん 高等部３年高等部３年高等部３年高等部３年 全11全11全11全11種目種目種目種目１級１級１級１級獲得獲得獲得獲得なかしま　あきとなかしま　あきとなかしま　あきとなかしま　あきと 高等部３年高等部３年高等部３年高等部３年 平成30年10月13日～15日平成30年10月13日～15日平成30年10月13日～15日平成30年10月13日～15日アアアアキキキキュラシー　ュラシー　ュラシー　ュラシー　デデデディスリート・ィスリート・ィスリート・ィスリート・セブセブセブセブン第１位ン第１位ン第１位ン第１位はまはまはまはまだだだだ　けい　けい　けい　けいすすすすけけけけ 高等部３年高等部３年高等部３年高等部３年 全11全11全11全11種目種目種目種目１級１級１級１級獲得獲得獲得獲得まつなが　まつなが　まつなが　まつなが　すずすずすずすずかかかか ３年３年３年３年 平成30年度平成30年度平成30年度平成30年度８８８８月１日月１日月１日月１日電電電電卓の部　卓の部　卓の部　卓の部　種目種目種目種目別読別読別読別読上算上算上算上算競技優勝競技優勝競技優勝競技優勝

文部科学省，文部科学省，文部科学省，文部科学省，東京東京東京東京都教育委員会，都教育委員会，都教育委員会，都教育委員会，日本日本日本日本商工商工商工商工会会会会議所議所議所議所　ほか　ほか　ほか　ほか32323232 県立世羅高等学校県立世羅高等学校県立世羅高等学校県立世羅高等学校 第３回ユースオリンピック競技大会第３回ユースオリンピック競技大会第３回ユースオリンピック競技大会第３回ユースオリンピック競技大会陸上陸上陸上陸上競技競技競技競技アジアアジアアジアアジア地区予地区予地区予地区予選大会選大会選大会選大会 主催主催主催主催 国際国際国際国際陸上陸上陸上陸上競技連盟，アジア競技連盟，アジア競技連盟，アジア競技連盟，アジア陸上陸上陸上陸上競技連盟競技連盟競技連盟競技連盟梶山　林太郎梶山　林太郎梶山　林太郎梶山　林太郎
31313131 広島翔洋高等学校広島翔洋高等学校広島翔洋高等学校広島翔洋高等学校 平成30年度第65回全国平成30年度第65回全国平成30年度第65回全国平成30年度第65回全国高等高等高等高等学学学学校珠算校珠算校珠算校珠算・・・・電電電電卓競技大会卓競技大会卓競技大会卓競技大会 主催主催主催主催 全国全国全国全国商業高等商業高等商業高等商業高等学学学学校長校長校長校長協会，協会，協会，協会，（公財）全国（公財）全国（公財）全国（公財）全国商業高等商業高等商業高等商業高等学学学学校校校校協会協会協会協会内堀　十桜子内堀　十桜子内堀　十桜子内堀　十桜子 後援後援後援後援

34343434 県立広島南特別支援学校県立広島南特別支援学校県立広島南特別支援学校県立広島南特別支援学校 第55回全国第55回全国第55回全国第55回全国聾聾聾聾学学学学校陸上校陸上校陸上校陸上競技大会競技大会競技大会競技大会姫路姫路姫路姫路大会大会大会大会 主催主催主催主催 全国全国全国全国聾聾聾聾学学学学校校校校体育連盟体育連盟体育連盟体育連盟田頭　眞陸田頭　眞陸田頭　眞陸田頭　眞陸 後援後援後援後援
33333333 広島市立広島市立広島市立広島市立広島特別支援学校広島特別支援学校広島特別支援学校広島特別支援学校 広広広広島県島県島県島県特特特特別別別別支支支支援学援学援学援学校校校校技技技技能検定能検定能検定能検定 主催主催主催主催 広広広広島県島県島県島県特特特特別別別別支支支支援学援学援学援学校校校校認定資格研究認定資格研究認定資格研究認定資格研究協協協協議議議議会会会会北山　歩北山　歩北山　歩北山　歩

36363636 広島市立広島市立広島市立広島市立広島商業高等学校広島商業高等学校広島商業高等学校広島商業高等学校 平成30年度第65回全国平成30年度第65回全国平成30年度第65回全国平成30年度第65回全国高等高等高等高等学学学学校珠算校珠算校珠算校珠算・・・・電電電電卓競技大会卓競技大会卓競技大会卓競技大会 主催主催主催主催 全国全国全国全国商業高等商業高等商業高等商業高等学学学学校長校長校長校長協会，協会，協会，協会，（公財）全国（公財）全国（公財）全国（公財）全国商業高等商業高等商業高等商業高等学学学学校校校校協会協会協会協会土佐岡　萌土佐岡　萌土佐岡　萌土佐岡　萌 後援後援後援後援
文部科学省，（公財）日本文部科学省，（公財）日本文部科学省，（公財）日本文部科学省，（公財）日本陸上陸上陸上陸上競技連競技連競技連競技連盟，全国盟，全国盟，全国盟，全国聾聾聾聾学学学学校長校長校長校長会　ほか会　ほか会　ほか会　ほか35353535 県立三原特別支援学校県立三原特別支援学校県立三原特別支援学校県立三原特別支援学校 広広広広島県島県島県島県特特特特別別別別支支支支援学援学援学援学校校校校技技技技能検定能検定能検定能検定 主催主催主催主催 広広広広島県島県島県島県特特特特別別別別支支支支援学援学援学援学校校校校認定資格研究認定資格研究認定資格研究認定資格研究協協協協議議議議会会会会津田　武津田　武津田　武津田　武

38383838 県立黒瀬特別支援学校県立黒瀬特別支援学校県立黒瀬特別支援学校県立黒瀬特別支援学校 第18回全国第18回全国第18回全国第18回全国障害障害障害障害者スポーツ大会者スポーツ大会者スポーツ大会者スポーツ大会フライングフライングフライングフライングデデデディスク競技ィスク競技ィスク競技ィスク競技 主催主催主催主催 （公財）日本（公財）日本（公財）日本（公財）日本障障障障がい者スポーツ協会，文がい者スポーツ協会，文がい者スポーツ協会，文がい者スポーツ協会，文部科学省，部科学省，部科学省，部科学省，福井福井福井福井県，県，県，県，福井福井福井福井市　ほか市　ほか市　ほか市　ほか中嶋　瑛斗中嶋　瑛斗中嶋　瑛斗中嶋　瑛斗 後援後援後援後援
文部科学省，文部科学省，文部科学省，文部科学省，東京東京東京東京都教育委員会，都教育委員会，都教育委員会，都教育委員会，日本日本日本日本商工商工商工商工会会会会議所議所議所議所　ほか　ほか　ほか　ほか37373737 県立広島北特別支援学校県立広島北特別支援学校県立広島北特別支援学校県立広島北特別支援学校 広広広広島県島県島県島県特特特特別別別別支支支支援学援学援学援学校校校校技技技技能検定能検定能検定能検定 主催主催主催主催 広広広広島県島県島県島県特特特特別別別別支支支支援学援学援学援学校校校校認定資格研究認定資格研究認定資格研究認定資格研究協協協協議議議議会会会会中川　虎誠中川　虎誠中川　虎誠中川　虎誠

40404040 広島市立広島市立広島市立広島市立広島商業高等学校広島商業高等学校広島商業高等学校広島商業高等学校 平成30年度第65回全国平成30年度第65回全国平成30年度第65回全国平成30年度第65回全国高等高等高等高等学学学学校珠算校珠算校珠算校珠算・・・・電電電電卓競技大会卓競技大会卓競技大会卓競技大会 主催主催主催主催 全国全国全国全国商業高等商業高等商業高等商業高等学学学学校長校長校長校長協会，協会，協会，協会，（公財）全国（公財）全国（公財）全国（公財）全国商業高等商業高等商業高等商業高等学学学学校校校校協会協会協会協会松永　珠々香松永　珠々香松永　珠々香松永　珠々香 後援後援後援後援
厚厚厚厚生生生生労働労働労働労働省，（公財）日本スポーツ協省，（公財）日本スポーツ協省，（公財）日本スポーツ協省，（公財）日本スポーツ協会，会，会，会，社会社会社会社会福祉法人福祉法人福祉法人福祉法人全国社会全国社会全国社会全国社会福祉福祉福祉福祉協協協協議議議議会　ほか会　ほか会　ほか会　ほか39393939 広島市立広島市立広島市立広島市立広島特別支援学校広島特別支援学校広島特別支援学校広島特別支援学校 広広広広島県島県島県島県特特特特別別別別支支支支援学援学援学援学校校校校技技技技能検定能検定能検定能検定 主催主催主催主催 広広広広島県島県島県島県特特特特別別別別支支支支援学援学援学援学校校校校認定資格研究認定資格研究認定資格研究認定資格研究協協協協議議議議会会会会濱田　佳佑濱田　佳佑濱田　佳佑濱田　佳佑
文部科学省，文部科学省，文部科学省，文部科学省，東京東京東京東京都教育委員会，都教育委員会，都教育委員会，都教育委員会，日本日本日本日本商工商工商工商工会会会会議所議所議所議所　ほか　ほか　ほか　ほか



平成30年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧氏　　名氏　　名氏　　名氏　　名 所　　属所　　属所　　属所　　属学　　年学　　年学　　年学　　年 表彰理由表彰理由表彰理由表彰理由〇個人（45名）〇個人（45名）〇個人（45名）〇個人（45名） 大会などの主催・後援大会などの主催・後援大会などの主催・後援大会などの主催・後援年齢は平成年齢は平成年齢は平成年齢は平成31313131年年年年3333月月月月27272727日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のものみた　れいなみた　れいなみた　れいなみた　れいな 高等部３年高等部３年高等部３年高等部３年 全11全11全11全11種目種目種目種目１級１級１級１級獲得獲得獲得獲得むらい　あいりむらい　あいりむらい　あいりむらい　あいり ３年３年３年３年 平成30年9月16日平成30年9月16日平成30年9月16日平成30年9月16日中学・中学・中学・中学・高校毛筆高校毛筆高校毛筆高校毛筆の部　文部科学大臣賞の部　文部科学大臣賞の部　文部科学大臣賞の部　文部科学大臣賞やまやまやまやまぐぐぐぐち　たけしち　たけしち　たけしち　たけし 高等部３年高等部３年高等部３年高等部３年 全11全11全11全11種目種目種目種目１級１級１級１級獲得獲得獲得獲得やまね　さややまね　さややまね　さややまね　さや ３年３年３年３年 平成30年8月1日平成30年8月1日平成30年8月1日平成30年8月1日珠算珠算珠算珠算の部　の部　の部　の部　種目種目種目種目別読別読別読別読上算上算上算上算競技優勝競技優勝競技優勝競技優勝わわわわだだだだ　ふみや　ふみや　ふみや　ふみや 高等部３年高等部３年高等部３年高等部３年 全11全11全11全11種目種目種目種目１級１級１級１級獲得獲得獲得獲得

42424242 県立高陽東高等学校県立高陽東高等学校県立高陽東高等学校県立高陽東高等学校 第40回全国公第40回全国公第40回全国公第40回全国公募千字募千字募千字募千字文大会文大会文大会文大会 主催主催主催主催 学学学学校法人校法人校法人校法人日本書道日本書道日本書道日本書道藝術専藝術専藝術専藝術専門学門学門学門学校校校校，，，，（公財）日本書道教育学会（公財）日本書道教育学会（公財）日本書道教育学会（公財）日本書道教育学会村井　愛莉村井　愛莉村井　愛莉村井　愛莉 後援後援後援後援
41414141 県立福山北特別支援学校県立福山北特別支援学校県立福山北特別支援学校県立福山北特別支援学校 広広広広島県島県島県島県特特特特別別別別支支支支援学援学援学援学校校校校技技技技能検定能検定能検定能検定 主催主催主催主催 広広広広島県島県島県島県特特特特別別別別支支支支援学援学援学援学校校校校認定資格研究認定資格研究認定資格研究認定資格研究協協協協議議議議会会会会三田　怜奈三田　怜奈三田　怜奈三田　怜奈

44444444 広島市立広島市立広島市立広島市立広島商業高等学校広島商業高等学校広島商業高等学校広島商業高等学校 平成30年度第65回全国平成30年度第65回全国平成30年度第65回全国平成30年度第65回全国高等高等高等高等学学学学校珠算校珠算校珠算校珠算・・・・電電電電卓競技大会卓競技大会卓競技大会卓競技大会 主催主催主催主催 全国全国全国全国商業高等商業高等商業高等商業高等学学学学校長校長校長校長協会，協会，協会，協会，（公財）全国（公財）全国（公財）全国（公財）全国商業高等商業高等商業高等商業高等学学学学校校校校協会協会協会協会山根　沙也山根　沙也山根　沙也山根　沙也 後援後援後援後援
文化庁，文化庁，文化庁，文化庁，静岡静岡静岡静岡県教育委員会，県教育委員会，県教育委員会，県教育委員会，伊東伊東伊東伊東市，市，市，市，伊東伊東伊東伊東市教育委員会　ほか市教育委員会　ほか市教育委員会　ほか市教育委員会　ほか43434343 広島市立広島市立広島市立広島市立広島特別支援学校広島特別支援学校広島特別支援学校広島特別支援学校 広広広広島県島県島県島県特特特特別別別別支支支支援学援学援学援学校校校校技技技技能検定能検定能検定能検定 主催主催主催主催 広広広広島県島県島県島県特特特特別別別別支支支支援学援学援学援学校校校校認定資格研究認定資格研究認定資格研究認定資格研究協協協協議議議議会会会会山口　毅士山口　毅士山口　毅士山口　毅士
文部科学省，文部科学省，文部科学省，文部科学省，東京東京東京東京都教育委員会，都教育委員会，都教育委員会，都教育委員会，日本日本日本日本商工商工商工商工会会会会議所議所議所議所　ほか　ほか　ほか　ほか45454545 県立広島北特別支援学校県立広島北特別支援学校県立広島北特別支援学校県立広島北特別支援学校 広広広広島県島県島県島県特特特特別別別別支支支支援学援学援学援学校校校校技技技技能検定能検定能検定能検定 主催主催主催主催 広広広広島県島県島県島県特特特特別別別別支支支支援学援学援学援学校校校校認定資格研究認定資格研究認定資格研究認定資格研究協協協協議議議議会会会会和田　風弥哉和田　風弥哉和田　風弥哉和田　風弥哉



平成30年度メイプル賞（第２回）受賞団体一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞団体一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞団体一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞団体一覧
平成30年１月27日平成30年１月27日平成30年１月27日平成30年１月27日気象庁長官賞気象庁長官賞気象庁長官賞気象庁長官賞
平成31年２月13日平成31年２月13日平成31年２月13日平成31年２月13日「三冠王」取得者数日本一「三冠王」取得者数日本一「三冠王」取得者数日本一「三冠王」取得者数日本一

平成30年8月15日～24日平成30年8月15日～24日平成30年8月15日～24日平成30年8月15日～24日優勝優勝優勝優勝
平成30年12月15日平成30年12月15日平成30年12月15日平成30年12月15日優勝優勝優勝優勝

平成30年８月３日～７日平成30年８月３日～７日平成30年８月３日～７日平成30年８月３日～７日団体男子優勝団体男子優勝団体男子優勝団体男子優勝

〇団体（13団体）〇団体（13団体）〇団体（13団体）〇団体（13団体）氏　　名氏　　名氏　　名氏　　名 表彰理由表彰理由表彰理由表彰理由 大会などの主催・後援大会などの主催・後援大会などの主催・後援大会などの主催・後援
後援後援後援後援 内閣府，文部科学省，警察庁，消防庁，気象内閣府，文部科学省，警察庁，消防庁，気象内閣府，文部科学省，警察庁，消防庁，気象内閣府，文部科学省，警察庁，消防庁，気象庁　ほか庁　ほか庁　ほか庁　ほか

2222 県立海田高等学校家庭クラブ県立海田高等学校家庭クラブ県立海田高等学校家庭クラブ県立海田高等学校家庭クラブ 全国高等学校家庭科技術検定全国高等学校家庭科技術検定全国高等学校家庭科技術検定全国高等学校家庭科技術検定 主催主催主催主催 （公財）全国高等学校家庭科教育振興会（公財）全国高等学校家庭科教育振興会（公財）全国高等学校家庭科教育振興会（公財）全国高等学校家庭科教育振興会後援後援後援後援
1111 亀崎学区少年消防クラブ亀崎学区少年消防クラブ亀崎学区少年消防クラブ亀崎学区少年消防クラブ 第14回「小学生のぼうさい探検隊第14回「小学生のぼうさい探検隊第14回「小学生のぼうさい探検隊第14回「小学生のぼうさい探検隊マップコンクール」マップコンクール」マップコンクール」マップコンクール」 主催主催主催主催 （一社）日本損害保険協会，朝日新聞社，日（一社）日本損害保険協会，朝日新聞社，日（一社）日本損害保険協会，朝日新聞社，日（一社）日本損害保険協会，朝日新聞社，日本災害救援ボランティアネットワーク本災害救援ボランティアネットワーク本災害救援ボランティアネットワーク本災害救援ボランティアネットワーク

文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省
3333 サンフレッチェ広島F.Cジュニアユーサンフレッチェ広島F.Cジュニアユーサンフレッチェ広島F.Cジュニアユーサンフレッチェ広島F.Cジュニアユースススス 第33回日本クラブユース第33回日本クラブユース第33回日本クラブユース第33回日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会サッカー選手権（U-15）大会サッカー選手権（U-15）大会サッカー選手権（U-15）大会 主催主催主催主催 （公財）日本サッカー協会，（公財）日本サッカー協会，（公財）日本サッカー協会，（公財）日本サッカー協会，（一財）日本クラブユースサッカー連盟（一財）日本クラブユースサッカー連盟（一財）日本クラブユースサッカー連盟（一財）日本クラブユースサッカー連盟後援後援後援後援 スポーツ庁，帯広市，帯広市教育委員会　ほスポーツ庁，帯広市，帯広市教育委員会　ほスポーツ庁，帯広市，帯広市教育委員会　ほスポーツ庁，帯広市，帯広市教育委員会　ほかかかか
4444 サンフレッチェ広島F.Cユースサンフレッチェ広島F.Cユースサンフレッチェ広島F.Cユースサンフレッチェ広島F.Cユース 高円宮杯JFA　U-18　サッカー高円宮杯JFA　U-18　サッカー高円宮杯JFA　U-18　サッカー高円宮杯JFA　U-18　サッカープレミアリーグ2018ファイナルプレミアリーグ2018ファイナルプレミアリーグ2018ファイナルプレミアリーグ2018ファイナル 主催主催主催主催 （公財）日本サッカー協会（公財）日本サッカー協会（公財）日本サッカー協会（公財）日本サッカー協会後援後援後援後援 スポーツ庁スポーツ庁スポーツ庁スポーツ庁
5555 修道高等学校　ワンダーフォーゲル班修道高等学校　ワンダーフォーゲル班修道高等学校　ワンダーフォーゲル班修道高等学校　ワンダーフォーゲル班 平成30年度全国高等学校総合体育大会平成30年度全国高等学校総合体育大会平成30年度全国高等学校総合体育大会平成30年度全国高等学校総合体育大会登山大会登山大会登山大会登山大会第62回全国高等学校登山大会第62回全国高等学校登山大会第62回全国高等学校登山大会第62回全国高等学校登山大会 主催主催主催主催 （公財）全国高等学校体育連盟，（公財）全国高等学校体育連盟，（公財）全国高等学校体育連盟，（公財）全国高等学校体育連盟，（公社）日本山岳・スポーツクライミング協（公社）日本山岳・スポーツクライミング協（公社）日本山岳・スポーツクライミング協（公社）日本山岳・スポーツクライミング協会　ほか会　ほか会　ほか会　ほか後援後援後援後援 スポーツ庁，（公財）日本スポーツ協会，日スポーツ庁，（公財）日本スポーツ協会，日スポーツ庁，（公財）日本スポーツ協会，日スポーツ庁，（公財）日本スポーツ協会，日本放送協会　ほか本放送協会　ほか本放送協会　ほか本放送協会　ほか

年齢は平成年齢は平成年齢は平成年齢は平成31313131年年年年3333月月月月27272727日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のもの



平成30年度メイプル賞（第２回）受賞団体一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞団体一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞団体一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞団体一覧〇団体（13団体）〇団体（13団体）〇団体（13団体）〇団体（13団体）氏　　名氏　　名氏　　名氏　　名 表彰理由表彰理由表彰理由表彰理由 大会などの主催・後援大会などの主催・後援大会などの主催・後援大会などの主催・後援年齢は平成年齢は平成年齢は平成年齢は平成31313131年年年年3333月月月月27272727日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のもの
平成30年10月13日～15日平成30年10月13日～15日平成30年10月13日～15日平成30年10月13日～15日ソフトボール競技優勝ソフトボール競技優勝ソフトボール競技優勝ソフトボール競技優勝
平成30年8月21日～23日平成30年8月21日～23日平成30年8月21日～23日平成30年8月21日～23日男子個人の部優勝男子個人の部優勝男子個人の部優勝男子個人の部優勝
平成30年8月17日平成30年8月17日平成30年8月17日平成30年8月17日ラジオ番組部門最優秀賞ラジオ番組部門最優秀賞ラジオ番組部門最優秀賞ラジオ番組部門最優秀賞
平成30年９月９日平成30年９月９日平成30年９月９日平成30年９月９日レギュラーカテゴリーミドル競技レギュラーカテゴリーミドル競技レギュラーカテゴリーミドル競技レギュラーカテゴリーミドル競技シニア部門優勝シニア部門優勝シニア部門優勝シニア部門優勝
①平成30年８月１日①平成30年８月１日①平成30年８月１日①平成30年８月１日②平成30年10月７日②平成30年10月７日②平成30年10月７日②平成30年10月７日①珠算の部団体総合競技優勝①珠算の部団体総合競技優勝①珠算の部団体総合競技優勝①珠算の部団体総合競技優勝②団体競技１等②団体競技１等②団体競技１等②団体競技１等

6666 第18回全国障害者スポーツ大会ソフト第18回全国障害者スポーツ大会ソフト第18回全国障害者スポーツ大会ソフト第18回全国障害者スポーツ大会ソフトボール競技　広島県チームボール競技　広島県チームボール競技　広島県チームボール競技　広島県チーム 第18回全国障害者スポーツ大会第18回全国障害者スポーツ大会第18回全国障害者スポーツ大会第18回全国障害者スポーツ大会 主催主催主催主催 （公財）日本障がい者スポーツ協会，文部科（公財）日本障がい者スポーツ協会，文部科（公財）日本障がい者スポーツ協会，文部科（公財）日本障がい者スポーツ協会，文部科学省，学省，学省，学省，福井県，福井市　ほか福井県，福井市　ほか福井県，福井市　ほか福井県，福井市　ほか後援後援後援後援 厚生労働省，（公財）日本スポーツ協会，厚生労働省，（公財）日本スポーツ協会，厚生労働省，（公財）日本スポーツ協会，厚生労働省，（公財）日本スポーツ協会，社会福祉法人全国社会福祉協議会社会福祉法人全国社会福祉協議会社会福祉法人全国社会福祉協議会社会福祉法人全国社会福祉協議会
7777 東広島市立向陽中学校　男子ソフトテ東広島市立向陽中学校　男子ソフトテ東広島市立向陽中学校　男子ソフトテ東広島市立向陽中学校　男子ソフトテニス部ニス部ニス部ニス部森川亮介・小宮山建森川亮介・小宮山建森川亮介・小宮山建森川亮介・小宮山建 平成30年度全国中学校体育大会平成30年度全国中学校体育大会平成30年度全国中学校体育大会平成30年度全国中学校体育大会第49回全国中学校ソフトテニス大会第49回全国中学校ソフトテニス大会第49回全国中学校ソフトテニス大会第49回全国中学校ソフトテニス大会 主催主催主催主催 （公財）日本中学校体育連盟，（公財）日本（公財）日本中学校体育連盟，（公財）日本（公財）日本中学校体育連盟，（公財）日本（公財）日本中学校体育連盟，（公財）日本ソフトテニス連盟，広島県教育委員会，尾道ソフトテニス連盟，広島県教育委員会，尾道ソフトテニス連盟，広島県教育委員会，尾道ソフトテニス連盟，広島県教育委員会，尾道市教育委員会市教育委員会市教育委員会市教育委員会後援後援後援後援 スポーツ庁，全日本中学校長会，全国都道府スポーツ庁，全日本中学校長会，全国都道府スポーツ庁，全日本中学校長会，全国都道府スポーツ庁，全日本中学校長会，全国都道府県教育長協議会，県教育長協議会，県教育長協議会，県教育長協議会，全国市町村教育委員会連合会　ほか全国市町村教育委員会連合会　ほか全国市町村教育委員会連合会　ほか全国市町村教育委員会連合会　ほか
8888 広島市立井口中学校　放送部広島市立井口中学校　放送部広島市立井口中学校　放送部広島市立井口中学校　放送部 第35回NHK杯全国中学校第35回NHK杯全国中学校第35回NHK杯全国中学校第35回NHK杯全国中学校放送コンテスト放送コンテスト放送コンテスト放送コンテスト 主催主催主催主催 全国放送教育研究会連盟，NHK，NHKサービス全国放送教育研究会連盟，NHK，NHKサービス全国放送教育研究会連盟，NHK，NHKサービス全国放送教育研究会連盟，NHK，NHKサービスセンターセンターセンターセンター後援後援後援後援 文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省
9999 広島市立沼田高等学校　科学部広島市立沼田高等学校　科学部広島市立沼田高等学校　科学部広島市立沼田高等学校　科学部（NSC）（NSC）（NSC）（NSC） WRO　JapaWRO　JapaWRO　JapaWRO　Japannnn　2018　　2018　　2018　　2018　決決決決勝大会勝大会勝大会勝大会in金沢in金沢in金沢in金沢 主催主催主催主催 NNNNPPPPO法人WRO　JapaO法人WRO　JapaO法人WRO　JapaO法人WRO　Japannnn，，，，金沢金沢金沢金沢市市市市後援後援後援後援 総総総総務務務務省，文部科学省，省，文部科学省，省，文部科学省，省，文部科学省，経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省
10101010 広島市立広島広島市立広島広島市立広島広島市立広島商業商業商業商業高等学校　珠算部高等学校　珠算部高等学校　珠算部高等学校　珠算部 ①平成30年度　第65回全国高等学校①平成30年度　第65回全国高等学校①平成30年度　第65回全国高等学校①平成30年度　第65回全国高等学校珠算・珠算・珠算・珠算・電卓電卓電卓電卓競技大会競技大会競技大会競技大会②第35回全国高等学校珠算競技大会②第35回全国高等学校珠算競技大会②第35回全国高等学校珠算競技大会②第35回全国高等学校珠算競技大会 主催主催主催主催 ①全国①全国①全国①全国商業商業商業商業高等学校長協会，（公財）全国高等学校長協会，（公財）全国高等学校長協会，（公財）全国高等学校長協会，（公財）全国商商商商業業業業高等学校協会高等学校協会高等学校協会高等学校協会②中②中②中②中央央央央大学珠算研究会，大学珠算研究会，大学珠算研究会，大学珠算研究会，白白白白珠会珠会珠会珠会後援後援後援後援 ①文部科学省，東①文部科学省，東①文部科学省，東①文部科学省，東京京京京都教育委員会，日本都教育委員会，日本都教育委員会，日本都教育委員会，日本商工商工商工商工会議会議会議会議所所所所　ほか　ほか　ほか　ほか②日本②日本②日本②日本商工商工商工商工会議会議会議会議所所所所，（公社）全国珠算教育連，（公社）全国珠算教育連，（公社）全国珠算教育連，（公社）全国珠算教育連盟　ほか盟　ほか盟　ほか盟　ほか



平成30年度メイプル賞（第２回）受賞団体一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞団体一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞団体一覧平成30年度メイプル賞（第２回）受賞団体一覧〇団体（13団体）〇団体（13団体）〇団体（13団体）〇団体（13団体）氏　　名氏　　名氏　　名氏　　名 表彰理由表彰理由表彰理由表彰理由 大会などの主催・後援大会などの主催・後援大会などの主催・後援大会などの主催・後援年齢は平成年齢は平成年齢は平成年齢は平成31313131年年年年3333月月月月27272727日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のもの日現在，所属・学年は受賞時のもの
平成30年８月13日～15日平成30年８月13日～15日平成30年８月13日～15日平成30年８月13日～15日競技競技競技競技型型型型　男子の部　優勝　男子の部　優勝　男子の部　優勝　男子の部　優勝
平成30年８月23日平成30年８月23日平成30年８月23日平成30年８月23日海海海海外外外外部門グランプリ部門グランプリ部門グランプリ部門グランプリ
平成30年８月９日平成30年８月９日平成30年８月９日平成30年８月９日中学校の部優勝中学校の部優勝中学校の部優勝中学校の部優勝

11111111 広島広島広島広島メメメメイプルレッイプルレッイプルレッイプルレッズズズズジュニアスポーツジュニアスポーツジュニアスポーツジュニアスポーツクラブクラブクラブクラブ 第９回全国中学生第９回全国中学生第９回全国中学生第９回全国中学生ハハハハンドボールンドボールンドボールンドボールクラブチームカップクラブチームカップクラブチームカップクラブチームカップ 主催主催主催主催 （公財）日本（公財）日本（公財）日本（公財）日本ハハハハンドボール協会ンドボール協会ンドボール協会ンドボール協会
12121212 福山市立福山高等学校　福山市立福山高等学校　福山市立福山高等学校　福山市立福山高等学校　IIIICCクラブCCクラブCCクラブCCクラブ曽祢メ曽祢メ曽祢メ曽祢メラティー・ラティー・ラティー・ラティー・妹妹妹妹尾尾尾尾寧々寧々寧々寧々 2018全国高等学校2018全国高等学校2018全国高等学校2018全国高等学校観光観光観光観光選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会 主催主催主催主催 全国高等学校全国高等学校全国高等学校全国高等学校観光観光観光観光選手権大会組選手権大会組選手権大会組選手権大会組織織織織委員会委員会委員会委員会後援後援後援後援 観光観光観光観光庁，（公社）日本庁，（公社）日本庁，（公社）日本庁，（公社）日本観光観光観光観光振興協会，振興協会，振興協会，振興協会，（一社）日本（一社）日本（一社）日本（一社）日本旅行業旅行業旅行業旅行業協会　ほか協会　ほか協会　ほか協会　ほか
13131313 三三三三次次次次市立市立市立市立十十十十日市中学校日市中学校日市中学校日市中学校 文部科学大文部科学大文部科学大文部科学大臣臣臣臣杯第14回小・中学校杯第14回小・中学校杯第14回小・中学校杯第14回小・中学校将棋将棋将棋将棋団体団体団体団体戦戦戦戦 主催主催主催主催 日本日本日本日本将棋将棋将棋将棋連盟，連盟，連盟，連盟，産経産経産経産経新聞社新聞社新聞社新聞社後援後援後援後援 文部科学省，NHK文部科学省，NHK文部科学省，NHK文部科学省，NHK
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