
令和３年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧 （別紙）

【校種順】

氏　　名
（年　齢）

所　　属
学　　年

表彰理由

なかやす　よしひと

３年 令和3年9月25日

BMX Freestyle Flatland　９アンダークラス　優勝

はまだ　みはる

小学部５年 令和3年9月14日

小学部　第１位

たけおか　こなつ

６年 令和3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　ソロの部　第１位

わたなべ　あおい

６年 令和3年8月23日～30日

12歳以下女子シングルス　優勝

わかさ　れい

６年 令和3年10月9日

ピアノ部門　Age-E3　第１位

やぶ　だいき

６年 令和3年8月21日

小学生男子の部　56㎏級　優勝

きったか　ひまり

６年 令和3年12月11日

文部科学大臣賞

おかやま　ゆうご

１年 令和2年12月20日

フラットランド部門　12アンダークラス　優勝

いとう　ここ

１年 令和3年7月16日

文部科学大臣奨励賞

2

県立広島中央特別支援学校 第43回全国盲学校珠算競技大会 主催 毎日新聞社点字毎日，全国盲学校長会

濵田　美遙

後援

○個人（26名）

大会などの主催・後援

1

広島市立翠町小学校 第５回全日本BMXフリースタイル選手権大会 主催 （公財）日本自転車競技連盟

中安　良仁

後援 （一社）日本アーバンスポーツ支援協議会

4

広島市立五月が丘小学校
DUNLOP全日本ジュニアテニス選手権'21

supported by NISSHINBO
主催 （公財）日本テニス協会，毎日新聞社

渡辺　葵依

後援
大阪市，大阪市教育委員会，（一財）大阪
スポーツみどり財団

3

広島市立五日市観音小学校
第44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
主催 （公財）日本水泳連盟

竹岡　小夏

後援
文部科学省，（公財）日本オリンピック委
員会，読売新聞社

6

熊野町立熊野第三小学校 第８回全日本アンダージュニアボクシング王座決定戦 主催 （一社）日本ボクシング連盟

藪　大樹

後援
和歌山県，和歌山県教育委員会，和歌山
市，和歌山市教育委員会

5

東広島市立高屋東小学校 第22回大阪国際音楽コンクール 主催 大阪国際音楽振興会

若狭　怜

後援
外務省，文化庁，大阪府，在日フランス大
使館　他

8

広島市立井口中学校 Japan Cup フリースタイルBMX 主催
（公財）日本自転車競技連盟，（一社）全
日本フリースタイルＢＭＸ連盟

岡山　優心

後援

7

府中市立栗生小学校 第８回「心に残る給食の思い出」作文コンクール 主催 （公社）日本給食サービス協会

橘髙　日鞠

後援
文部科学省，農林水産省，全国都道府県教
育委員会連合会　他

9

広島大学附属東雲中学校 第52回近江神宮全国献書大会 主催 （一財）天智聖徳文教財団

伊東　琥子

後援
滋賀県教育委員会，大津市教育委員会，草
津市教育委員会　他

所属・学年は受賞時のもの



令和３年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧 （別紙）

【校種順】

氏　　名
（年　齢）

所　　属
学　　年

表彰理由

○個人（26名）

大会などの主催・後援

所属・学年は受賞時のもの

ひが　もえ

２年 令和3年8月22日～25日

アーティスティックスイミング競技
13－15歳　ソロの部　第１位

なかの　りんと

２年 令和3年8月21日

中学校男子の部　36㎏級　優勝

しらい　まなみ

２年 令和3年9月25日～26日

女子13－14歳　優勝

たかむら　ともひろ

２年 令和3年12月5日

ローマ字部門　文部科学大臣賞

ふくおか　さくら

３年 令和3年8月22日

個人戦女子　優勝

もうこ　のりか

３年 令和3年8月21日

中学校女子の部　51㎏級　優勝

かわにし　あすみ

１年 令和3年7月31日～8月1日

女子個人戦　優勝

かやき　はるかぜ

２年 令和3年11月13日～14日

旋盤作業部門　優勝

いとう　さくら

２年 令和3年9月12日

高校生の部　最優秀賞

10

広島市立観音中学校
第44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
主催 （公財）日本水泳連盟

比嘉　もえ

後援
文部科学省，（公財）日本オリンピック委
員会，読売新聞社

12

広島市立庚午中学校 第38回全日本自転車競技選手権　BMXレース 主催 （公財）日本自転車競技連盟

白井　愛美

後援
上越市，上越市教育委員会，（公財）ＪＫ
Ａ

11

廿日市市立大野中学校 第８回全日本アンダージュニアボクシング王座決定戦 主催 （一社）日本ボクシング連盟

中野　凛闘

後援
和歌山県，和歌山県教育委員会，和歌山
市，和歌山市教育委員会

14

広島市立祇園東中学校
令和３年度全国中学校体育大会

第51回全国中学校剣道大会
主催

（公財）日本中学校体育連盟，（公財）全
日本剣道連盟，神奈川県教育委員会，川崎
市教育委員会

福岡　さくら

後援
スポーツ庁，全日本中学校校長会，全国都
道府県教育長協議会　他

13

熊野町立熊野中学校 第21回毎日パソコン入力コンクール全国大会 主催
（一社）日本パソコン能力検定委員会，毎
日新聞社

高村　知博

後援
総務省，文部科学省，厚生労働省，経済産
業省，各都道府県

16

広島修道大学
ひろしま協創高等学校

第45回全国高等学校総合文化祭
第57回全国高等学校将棋選手権大会

主催
文化庁，（公社）全国高等学校文化連盟，
和歌山県，和歌山県教育委員会　他

川西　彩遥

後援
全国都道府県教育長協議会，全国高等学校
長協会　他

15

廿日市市立大野中学校 第８回全日本アンダージュニアボクシング王座決定戦 主催 （一社）日本ボクシング連盟

望戸　紀花

後援
和歌山県，和歌山県教育委員会，和歌山
市，和歌山市教育委員会

18

盈進高等学校 第31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

伊藤　咲夢

後援
文部科学省，島根県，島根県教育委員会，
山陰中央新報，島根日日新聞社

17

県立広島工業高等学校 第21回高校生ものづくりコンテスト全国大会 主催 （公社）全国工業高等学校長協会

茅木　春風

後援
文部科学省，経済産業省，厚生労働省，国
土交通省，農林水産省　他



令和３年度メイプル賞（第２回）受賞者一覧 （別紙）

【校種順】

氏　　名
（年　齢）

所　　属
学　　年

表彰理由

○個人（26名）

大会などの主催・後援

所属・学年は受賞時のもの

こすます　むわんぎ

３年 令和3年7月21日

男子5000ｍ　第１位

しょうとう　ふうか

３年 令和3年6月15日

中央審査　第１位

むらかみ　あおい

３年 令和3年7月31日

女子やり投　第１位

ほそかわ　らんのすけ

３年 令和3年11月7日

SUPER MEN　第１位

いいだ　ちひろ

３年 令和3年11月26日

グランプリ

たむら　かずき

３年 令和3年8月20日～23日

トラックレース　男子ケイリン　第１位

はましま　れいな

３年 令和3年6月23日～27日

女子シングルス　優勝

はやみず　ゆいか

高等部３年 令和3年11月27日

全11種１級合格

20

県立黒瀬高等学校 令和３年度全国福祉高等学校長会主催生徒体験発表 主催 全国福祉高等学校長会

正藤　風花

後援

19

県立世羅高等学校
令和３年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会

秩父宮賜杯　第74回全国高等学校陸上競技対校選手権
大会

主催
（公財）全国高等学校体育連盟，（公財）
日本陸上競技連盟，福井県，福井県教育委
員会　他

コスマス　ムワンギ

後援
スポーツ庁，（公財）日本スポーツ協会，
ＮＨＫ，（公財）福井県スポーツ協会，
（公社）福井市スポーツ協会

22

広島市立広島みらい創生高等学校 第30回文部科学大臣賞全日本選手権大会（WAKEBOARD) 主催 （一社）日本ウェイクボード協会

細川　嵐之介

後援 文部科学省

21

県立西条農業高等学校
令和３年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会

秩父宮賜杯　第74回全国高等学校陸上競技対校選手権
大会

主催
（公財）全国高等学校体育連盟，（公財）
日本陸上競技連盟，福井県，福井県教育委
員会　他

村上　碧海

後援
スポーツ庁，（公財）日本スポーツ協会，
ＮＨＫ，（公財）福井県スポーツ協会，
（公社）福井市スポーツ協会

24

崇徳高等学校 令和３年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会 主催
（公財）全国高等学校体育連盟，（公財）
日本自転車競技連盟，福井県，福井県教育
委員会　他

田村　一暉

後援
スポーツ庁，（公財）日本スポーツ協会，
ＮＨＫ，（公財）福井県スポーツ協会，
（公社）福井市スポーツ協会

23

広島大学附属福山高等学校 キャンパスアートアワード2021 主催 読売中高生新聞，コクヨ株式会社

飯田　千紘

後援 文部科学省，観光庁

26

県立尾道特別支援学校 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，
広島県教育委員会

速水　唯花

後援

25

広島修道大学
ひろしま協創高等学校

第50回ゴーセン杯争奪ハイスクールジャパンカップ
ソフトテニス2021

主催
（公財）日本ソフトテニス連盟，北海道テ
ニス連盟

濱島　怜奈

後援
北海道，札幌市，（公財）北海道スポーツ
協会



令和３年度メイプル賞（第２回）受賞団体一覧 （別紙）

令和3年11月20日

優勝

令和3年11月20日

金賞

令和3年8月21日～24日

女子の部　優勝

令和3年8月22日～25日

アーティスティックスイミング競技
13-15歳　デュエットの部　第１位

令和4年1月23日

文部科学大臣賞

令和3年8月19日～20日

女子団体　優勝

令和3年12月26日

優勝

○団体（12団体）

団体名 表彰理由 大会などの主催・後援

後援
三木市教育委員会，三木市ゴルフ協会，神戸新
聞社　他

2
東広島市立寺西小学校・龍王小学校

金管バンド

第40回全日本小学生バンドフェスティバ
ル全国大会

主催 （一社）全日本吹奏楽連盟，朝日新聞社

後援

1 三ツ城スナッグゴルフクラブ

第18回スナッグゴルフ対抗戦JGTOカッ
プ全国大会 in 三木市

主催
（一社）日本ゴルフツアー機構，日本スナッグ
ゴルフ協会

3 広島市立翠町中学校ソフトボール部

令和３年度全国中学校体育大会
第43回全国中学校ソフトボール大会

主催
（公財）日本中学校体育連盟，（公財）日本ソ
フトボール協会，茨城県教育委員会　他

後援
スポーツ庁，全日本中校長会，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　他

4
広島市立観音中学校

アーティスティックスイミング広島
新　佳乃子・比嘉　もえ

第44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

主催 （公財）日本水泳連盟

後援
文部科学省，（公財）日本オリンピック委員
会，読売新聞社

5
広島市立幟町中学校

総合文化部　ものづくり班

第21回全国中学生創造ものづくり教育
フェア全国中学生創造アイディアロボット

コンテスト全国大会
主催

全日本中学校技術・家庭科研究会，文部科学省
（共催）

後援 厚生労働省，林野庁，特許庁　他

6 山陽女学園中等部テニス部

第48回全国中学生テニス選手権大会 主催
全国中学校テニス連盟，（公財）日本テニス協
会

後援
スポーツ庁，（公財）日本中学校体育連盟，読
売新聞社　他

7 県立世羅高等学校陸上競技部男子

男子第72回全国高等学校駅伝競走大会 主催
（公財）日本陸上競技連盟，（公財）全国高等
学校体育連盟，毎日新聞社，京都府，京都府教
育委員会　他

後援 スポーツ庁，ＮＨＫ

所属は受賞時のもの



令和３年度メイプル賞（第２回）受賞団体一覧 （別紙）

○団体（12団体）

団体名 表彰理由 大会などの主催・後援

所属は受賞時のもの

令和3年11月13日

ジュニアの部　ジュニア大賞

令和3年11月25日

最優秀賞・文部科学大臣賞
・産業教育振興中央会賞

令和3年10月18日

総務大臣賞

令和3年8月3日～6日

最優秀賞

令和3年3月24日～25日

ポスター部門生物分野　最優秀賞

8
県立西条農業高等学校

食品科学科　食品開発班

第29回衛星設計コンテスト 主催
日本機械学会，日本航空宇宙学会，宇宙航空研
究開発機構，日本ロケット協会　他

後援
内閣府宇宙開発戦略推進事務局，文部科学省，
総務省，経済産業省，防衛省

9
県立広島商業高等学校

商業研究部

令和３年度第29回全国高等学校生徒商
業研究発表大会

主催
全国商業高等学校長協会，（公財）全国商業高
等学校協会

後援
文部科学省，東京都教育委員会，（公財）産業
教育振興中央会，日本経済新聞社

10
広島大学附属高等学校
村澤　舞・山家　里穂

統計データ分析コンペティション2021 主催
総務省，独立行政法人統計センター，（一財）
日本統計協会　他

後援
文部科学省，国立研究開発法人科学技術振興機
構，全国高等学校長協会　他

11 崇徳高等学校新聞部

第45回全国高等学校総合文化祭
新聞部門

主催
文化庁，（公社）全国高等学校文化連盟，和歌
山県，和歌山県教育委員会　他

後援
全国都道府県教育長協議会，全国高等学校長協
会　他

12
福山暁の星女子中学・高等学校

ＥＣＯ.クラブ

第六回高校生国際シンポジウム 主催 （一社）Glocal Academy

後援
文部科学省，経済産業省，アメリカ大使館，鹿
児島県教育委員会，オックスフォード大学日本
事務所


