
 

 

 
令和４年度第２回「ゆずりは賞」表彰式の実施（教育長表彰） 

 

１ 日 時  令和５年２月８日（水）  午後 3 時 00 分 

 

２ 場 所  兵庫県公館 第１会議室 

       神戸市中央区下山手通４丁目４番１号 

 

３ 内 容  県内公立学校の児童生徒等が、学校教育及び社会教育関係の国内大会、国

際大会等で優秀な成績をあげる等、人々の模範となるような立派な功績を

讃えるため表彰する。 

４ 受賞者   

 スポーツ 芸術･文化等 計 

 

個 

人 

小学校  ６ ６ １２ 

中学校 １０ ２ １２ 

高等学校 １１   １０   ２１ 

特別支援学校    ５ １    ６ 

小 計   ３２ １９   ５１ 

団 

体 

小学校 １ ０    １ 

中学校 １ １    ２ 

高等学校 １ １    ２ 

特別支援学校 ０ ０    ０ 

小 計    ３ ２    ５ 

合 計   ３５ ２１   ５６ 

       詳細は別紙のとおり 

 

 

記 者 発 表 （ 発 表 ・ 資料配布 ） 

 月 日(曜) 
担当課室 

担当班名 電 話 
発表者名 

（担当班長名） その他の発表先 

1月19日(木） 
総務課 

総務人事班 
(内線)5611 

(直通)078(362)3736 

事務局参事兼総務課長 

吉田 克也 

（投石 彩） 
なし 



No. 受　賞　者　名 学　校　名 受　賞　理　由

1 清水
しみず

　悠
はる

陽
ひ 神戸市立本庄小学校

　　　　　　　　 （６年）

主催：WORLD　SKATE
WORLD　SKATE　GAMES　2022　Argentina
ROLLER　FREESTYLE
VERT　SENIOR　MEN　　　　　　　　　　　　　　　　 第３位

2 健
けん

名
めい

　紗
さあ

史
や 神戸市立本山第一小学校

　　　　　　　　 （４年）

主催：朝日新聞社
第37回「WE　LOVE　トンボ」絵画コンクール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境大臣賞

3 川﨑
かわさき

　空知
そらち 神戸市立高羽小学校

　　　　　　　　 （５年）

主催：WORLD　SKATE
WORLD　SKATE　GAMES　2022　Argentina
ROLLER　FREESTYLE
VERT　SENIOR　WOMEN　　　　　　　　　　　　　　　 第２位

4 窪田
くぼた

　大雅
たいが 神戸市立だいち小学校

　　　　　　　　 （６年）

主催：日本ウインドサーフィン協会
2022ジュニアユース　ウインドサーフィン選手権
小学生高学年クラス男子　　　　　　　　　　　　　　第１位

5 端
はし

　菜々美
　な　　な　　み 神戸市立竹の台小学校

　　　　　　　　 （６年）

主催：（一社）全国書写書道教育振興会
第46回全国学生書写書道展
小学校６年の部　　　　　　　　　　　　　　文部科学大臣賞

主催：奈良県、奈良市、奈良県教育委員会、奈良市教育委員会
第69回日本学生・生徒・児童書道展覧会（日本学書展）
小学校児童の部　　　　　　　　　　　　　　文部科学大臣賞

6 川邊
かわべ

　詩子
うたこ 西宮市立安井小学校

　　　　　　　　 （４年）

主催：旺文社
第66回全国学芸サイエンスコンクール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　慶應義塾長賞

7 南
みなみ

　英
えい

佑
すけ 西宮市立安井小学校

　　　　　　　　 （２年）

主催：朝日新聞社
第37回「WE　LOVE　トンボ」絵画コンクール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境大臣賞

8 荒木
   あらき

　香
  か

瑞
  ず

華
  は 加西市立富田小学校

　　　　　　　　 （１年）

主催：（一社）全国書写書道教育振興会
第46回全国学生書写書道展
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学年優勝杯

9 荒木
   あらき

　奏志
   そうし 加西市立富田小学校

　　　　　　　　 （４年）

主催：（一社）日本書字文化協会
第11回全国書写書道総合大会　令和４年度全国学生書写書道展
幼年～小学生の部　　　　　　　　　　　　　文部科学大臣賞

10 髙田
　たかた

　涼
 れ

央
  お 姫路市立高浜小学校

　　　　　　　　 （６年）

主催：（一社）全日本ジュニア体操クラブ連盟
　　　（公財）日本体操協会
2022全日本ジュニア体操競技選手権大会
男子Ｂクラス　鉄棒　　　　　　　　　　　　　　　　第１位

11 中原
なかはら

　琉衣
る い たつの市立越部小学校

　　　　　　　　　(６年)

12 山口
やまぐち

　凪
な

海
ぎ たつの市立半田小学校

　　　　　　　　　(５年)

No. 受　賞　者　名 学　校　名 受　賞　理　由

13 宝塚
たからづか

スカイアタッカーズ

西宮市立東山台小学校
宝塚市立長尾小学校
宝塚市立長尾南小学校
宝塚市立中山台小学校
宝塚市立末広小学校
宝塚市立丸橋小学校

主催：（公財）日本バレーボール協会
第42回全日本バレーボール小学生大会
男子の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優　勝

令和４年度第２回ゆずりは賞受賞者一覧

【小学校の部】（個人）

【小学校の部】（団体）

主催：(公社)日本柔道整復師会
第12回文部科学大臣杯争奪　日整全国少年柔道形競技会　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優　勝



No. 受　賞　者　名 学　校　名 受　賞　理　由

14 杉本
すぎもと

　惺
さと

昭
あき 神戸市立上野中学校

　　　　　　　　　(３年)

主催：（公財）日本陸上競技連盟
令和４年度全国中学校体育大会
第49回全日本中学校陸上競技選手権大会
男子棒高跳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１位

15 谷本
たにもと

　拓海
たくみ 神戸市立兵庫中学校

　　　　　　　　　(３年)

主催：アジア卓球連合
第26回アジアジュニア・カデット選手権ビエンチャン大会
U15男子シングルス　　　　　　　　　　　　　　　　 第２位

16 山﨑
やまさき

　琉偉
 る　  い

河
 が 神戸市立王塚台中学校

　　　　　　　　 （３年）

主催：（一社）日本ボクシング連盟
第８回全日本アンダージュニアボクシング王座決定戦
中学生男子39kg級　　　　　　　　　　　　　　　　　第１位

主催：（一社）日本ボクシング連盟
令和３年度第１回全日本アンダージュニアフレッシュボクシン
グ大会
男子51kg級　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１位

17 山本
やまもと

　柊希
とうき 西宮市立浜脇中学校

　　　　　　　　 （３年）

主催：（公財）日本陸上競技連盟
みんなでつなごうリレーフェスティバル2022
Ｕ16男子　４×100ｍＲ　　　　　　　　　　　　　 　第１位

18 永山
ながやま

　銀次郎
ぎんじろう 伊丹市立北中学校

　　　　　　　　　(３年)

主催：（一社）日本ボクシング連盟
第９回全日本アンダージュニアボクシング王座決定戦
中学生男子54kg級　　　　　　　　　　　　　　　　　優　勝

19 安藤
あんどう

　光
こう

惺
せい 宝塚市立宝梅中学校

　　　　　　　　 （３年）

主催：（公財）日本陸上競技連盟
みんなでつなごうリレーフェスティバル2022
Ｕ16男子　４×100ｍＲ　　　　　　　　　　　　　 　第１位

20 丸井
まるい

　蒼空
　そら 宝塚市立高司中学校

　　　　　　　　 （３年）

主催：（公財）日本陸上競技連盟
みんなでつなごうリレーフェスティバル2022
Ｕ16男子　４×100ｍＲ　　　　　　　　　　　　　 　第１位

21 平山
ひらやま

　漣
れん 加古川市立中部中学校

　　　　　　　　 （３年）

主催：（一社）日本クラシック音楽協会
第32回日本クラシック音楽コンクール全国大会
サクソフォーン部門　中学校の部　　　　　　　　グランプリ

22 中谷
なかたに

　ももこ
加古川市立浜の宮中学校
　　　　　　　 　（３年）

23 前川
まえかわ

　愛生
めい 加古川市立浜の宮中学校

　　　　　　　 　（３年）

24 萩原
はぎはら

　慧
けい 姫路市立朝日中学校

　　　　　　　 　（３年）

主催：（公財）日本陸上競技連盟
みんなでつなごうリレーフェスティバル2022
Ｕ16男子　４×100ｍＲ　　　　　　　　　　　　　 　第１位

25 石
いし

躍
おどり

　佐和
さわ 県立芦屋国際中等教育学校

　　　　　　　　 （３年）

主催：国立研究開発法人　宇宙航空研究開発機構
ＡＰＲＳＡＦ－28オンライン水ロケット大会国際大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２位

No. 受　賞　者　名 学　校　名 受　賞　理　由

26
加古川

かこがわ

市立
しりつ

中部
ちゅうぶ

中学校
ちゅうがっこう

吹奏楽部
すいそうがくぶ 加古川市立中部中学校

主催：（一社）全日本吹奏楽連盟
　　　朝日新聞社
第70回全日本吹奏楽コンクール
中学校の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　賞

27
稲美町

いなみ　　　ちょう

立
りつ

稲美
いなみ

中学校
ちゅうがっこう

陸上
りくじょう

競技部
きょうぎぶ 稲美町立稲美中学校

主催：（公財）日本陸上競技連盟
　　　（公財）日本中学校体育連盟
令和４年度全国中学校体育大会　第30回全国中学校駅伝大会
女子の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　第１位

【中学校の部】（個人）

主催：（公財）日本スポーツ協会
第77回国民体育大会ソフトテニス競技　
少年女子の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優　勝

【中学校の部】（団体）



No. 受　賞　者　名 学　校　名 受　賞　理　由

28 森本
もりもと

　晃介
こうすけ 神戸市立工業高等専門学校

　　　　　　　　 （２年）

主催：（一社）全国高等専門学校連合会
第57回全国高等専門学校体育大会
剣道競技　男子個人　　　　　　　　　　　　　　　　優　勝

29 上岡
かみおか

　右京
うきょう 神戸市立工業高等専門学校

　　　　　　　　 （４年）

30 木南
きなみ

　綾人
あやと 神戸市立工業高等専門学校

　　　　　　　　 （２年）

31 熊木
くまき

　優
ゆう 神戸市立工業高等専門学校

　　　　　　　　 （３年）

32 藤本
ふじもと

　大輝
たいき 神戸市立工業高等専門学校

　　　　　　　　 （２年）

33 田中
たなか

　真友美
まゆみ 県立兵庫工業高等学校

　　　　　　　　　(３年)

主催：文部科学省　特許庁
　　　日本弁理士会　INPIT
令和４年度デザインパテントコンテスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選考委員長特別賞

34 安孫子
あびこ

　華澄
かすみ 県立兵庫工業高等学校

　　　　　　　　　(３年)

35 佐々木
ささき

　彩華
いろは 県立兵庫工業高等学校

　　　　　　　　　(３年)

36 渡辺
わたなべ

　緒
つぐ

未
み 県立兵庫工業高等学校

　　　　　　　　　(３年)

37 松本
まつもと

　勇気
ゆうき 県立西宮香風高等学校

　　　　　　　　　(３年)

主催：（公財）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
　　　全国高等学校定時制通信制教頭・副校長協会
　　　全国高等学校通信制教育研究会
令和４年度第70回全国高等学校定時制通信制生徒生活体験
発表大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生労働大臣賞

38 森脇
もりわき

　龍星
りゅうせい 県立西宮香風高等学校

　　　　　　　　　(３年)

主催：（公財）日本スポーツ協会
第77回国民体育大会ボクシング競技
少年男子ライト級　　　　　　　　　　　　　　　　　第１位

39 好浦
よしうら

　郷介
きょうすけ 県立西宮香風高等学校

　　　　　　　　　(３年)

主催：（公財）日本スポーツ協会
第77回国民体育大会ボクシング競技
少年男子ライトフライ級　　　　　　　　　　　　　　第１位

40 髙
たか

島
しま

　嘉
よし

誠
き 県立宝塚高等学校

　　　　　　　　 （１年）

主催：WORLD　SKATE
WORLD　SKATE　GAMES　2022　Argentina
ROLLER　FREESTYLE
VERT　SENIOR　MEN　　　　　　　　　　　　　　　　 第２位

41 足立
あだち

　鷲
しゅう

仁
と 県立宝塚北高等学校

　　　　　　　　 （２年）

主催：（公社）全国珠算教育連盟
令和４年度全日本通信珠算競技大会
個人総合競技　高等学校の部　　　　　　　　　　　　第１位

42 齋藤
さいとう

　若
わか

颯
さ 県立篠山鳳鳴高等学校

　　　　　　　　 （１年）

主催：国税庁
税に関する高校生の作文
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国税庁長官賞

43 大路
おおじ

　琉加
るか 県立明石高等学校

　　　　　　　　 （３年）

主催：国際航空連盟
FAIヤングアーティストコンテスト
年長クラス14～17歳　　　　　　　　　　　　　　　　第１位

44 藤本
ふじもと

　謙伸
けんしん 県立社高等学校

　　　　　　　　 （２年）

主催：（公財）日本陸上競技連盟
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第１６回Ｕ18陸上競技大会
Ｕ18男子三段跳　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１位

【高等学校の部】（個人）

主催：（公社）全国工業高等学校長協会
第22回高校生ものづくりコンテスト全国大会
測量部門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優　勝

主催：（一社）全国高等専門学校連合会
第57回全国高等専門学校体育大会
水泳競技　男子４×100mフリーリレー　　　　　　　　第１位



No. 受　賞　者　名 学　校　名 受　賞　理　由

45 谷口
たにぐち

　琉
る

樹
き

也
や 県立飾磨工業高等学校

　　　　　　　　 （２年）

主催：（公社）全国工業高等学校長協会
第39回全国製図コンクール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最優秀特別賞

46 清水
しみず

　琴
こ

羽
はね 県立姫路工業高等学校

　　　　　　　　 （３年）

主催：（公社）全国工業高等学校長協会
第39回全国製図コンクール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最優秀特別賞

47 横田
よこた

　宏太郎
こうたろう 県立上郡高等学校

　　　　　　　　 （２年）

主催：（公財）日本自転車競技連盟
第11回全日本トライアル選手権大会
男子ジュニア20　　　　　　　　　　　　　　　　 　 第１位

48 中田
なかた

　寛治
かんじ

郎
ろう 県立芦屋国際中等教育学校

　　　　　　　　 （６年）

主催：（公社）日本カヌー連盟
第４回全国高等学校カヌー長距離選手権大会
少年男子A　K－1　5,000m　　　　　　　　　　　　　 第１位

主催：（公社）日本カヌー連盟
2022カヌースプリントジュニア海外派遣選手選考会
兼　第32回　府中湖カヌーレガッタ
JK－1　1,000m　　　　　　　　　　　　　　　　　　 優　勝
JK－1　 500m　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 優　勝

主催：（公社）日本カヌー連盟
2022カヌースプリントジュニア・U23海外派遣選手最終記録会
U17男子K-1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１位

No. 受　賞　者　名 学　校　名 受　賞　理　由

49
神戸

こうべ

市立
しりつ

工業
こうぎょう

高等
こうとう

専門
せんもん

学校
がっこう

水泳部
すいえいぶ 神戸市立工業高等専門学校

主催：（一社）全国高等専門学校連合会
第57回全国高等専門学校体育大会
水泳競技　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１位

50
芦屋

あしや

国際
こくさい

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

学校
がっこう

科学部
かがくぶ 県立芦屋国際中等教育学校

主催：国立研究開発法人　宇宙航空研究開発機構
ＡＰＲＳＡＦ－28オンライン水ロケット大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本代表

No. 受　賞　者　名 学　校　名 受　賞　理　由

51 松本
まつもと

　征真
せいま 神戸市立楠高等学校

　　　　　　　　 （３年）

主催：（公財）全国障がい者スポーツ協会
第22回全国障害者スポーツ大会
フライングディスク競技
ディスタンスメンズ・スタンディング　　　　　　　　第１位

52 浅井
あさい

　花音
はなね 神戸市立盲学校

　　　　　　　　 （３年）

主催：毎日新聞社点字毎日　全国盲学校長会
　　　毎日新聞社会事業団
第90回全国盲学校弁論大会全国大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優　勝

53 篠田
しのだ

　竜輝
りゅうき 神戸市立盲学校

　　　　　　　　 （３年）

主催：（公財）全国障がい者スポーツ協会
第22回全国障害者スポーツ大会
陸上競技　100m　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１位

54 梶田
かじた

　竣
 しゅ

斗
んと 県立阪神昆陽特別支援学校

　　　　　　　　 （２年）

主催：（公財）全国障がい者スポーツ協会
第22回全国障害者スポーツ大会
陸上競技　1,500m　　　　　　　　　　　　　　　　　第１位

55 永井
ながい

　温
はる 県立高等特別支援学校

　　　　　　　　 （２年）

主催：（公財）全国障がい者スポーツ協会
第22回全国障害者スポーツ大会
卓球競技
一般卓球　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１位

56 上田
うえだ

　悠
ゆう

斗
と 県立姫路特別支援学校

　　　　　　　　 （３年）

主催：（公財）全国障がい者スポーツ協会
第22回全国障害者スポーツ大会
水泳競技
25m背泳ぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第１位

【特別支援学校の部】（個人）

【高等学校の部】（団体）


