
 

 

令 和 元 （ ２ ０ １ ９ ） 年 度 

 

 

教育委員会表彰式 

 

 

   

         

 

日 時   令和２（２０２０）年２月１４日（金） 

午後３時開会 
      

会 場   市民プラザ２階 波のホール 

 

 

  柏崎市教育委員会 



式  次  第 
 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 表 彰 式 

 

 

３ 挨  拶        教育委員会教育長 近藤 喜祐 

 

 

４ 祝  辞        柏崎市刈羽郡小中学校長会連絡協議会 

               会長 堀井 重人 様                            

 

 

 

５ 被表彰者代表のことば  小学生代表  押味 良平 さん 

 

中学生代表  岡村  迅 さん 

 

高校生代表  大上 達也 さん 

 

社会人代表  可児  梓 さん 

       

 

 

６ 閉会の挨拶       教育委員会 

教育長職務代理者 阿部 健志 

 
 

 



【教育文化関係】幼稚園・小学校・中学校・高等学校

番号 所　属 功　績　等

令和元（２０１９）年度教育委員会表彰被表彰者一覧

第50回新潟県ジュニア美術展覧会　特賞1 有岡　透生
認定こども園
小鳩幼稚園

被表彰者

第59回新潟県児童生徒絵画・版画コンクール　牧田賞
※受賞時　小４

3 小川　涼葉 柏崎小学校
第39回上国連書写技能認定書き初め会　一席
※受賞時　小５

2 栗林　英大 柏崎小学校

12 村田　朱莉 柏崎高等学校
第78回全国教育美術展　特選
※受賞時　中３（東中）

第78回全国教育美術展　特選
※受賞時　中２

第44回「ごはん・お米とわたし」作文・図画コンクール　作文部門
最優秀賞　北陸農政局長賞

第48回新大全国書初大会　新潟大学長賞
※受賞時　中３（第二中）

第59回新潟県児童生徒絵画・版画コンクール　村山賞
※受賞時　中１

柏崎高等学校

8 神林　嵩空 東中学校

9 片桐　美悠 東中学校

11

第50回新潟県ジュニア美術展覧会　特賞

第59回新潟県児童生徒絵画・版画コンクール　牧田賞
※受賞時　小２

5 小俣　実々 鯨波小学校

渡部　奏音4 剣野小学校

玉木　すず花

10 櫻井　遥
はまなす

特別支援学校

第59回新潟県児童生徒絵画・版画コンクール　村山賞
※受賞時　小２

令和元年度河川・海岸愛護に関する図画・ポスターコンクール
小学校高学年の部　最優秀賞

7 上野　愛美 東中学校
第78回全国教育美術展　特選
※受賞時　中１

6 押味　良平 鯨波小学校



【体育関係】小学校　　

番号 所　属 功　績　等

第25回北信越小学生バドミントン選手権大会兼第
28回全国小学生バドミントン選手権大会北信越地
区予選会
男子ダブルス５年生以下　２位

第42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
男子10歳以下50ｍバタフライ　４位

第9回新潟県小学生陸上競技選手権大会
３年女子100ｍ　１位

第14回北信越小中学生空手道選手権大会
小学４年生男子　形　２位

全日本ジュニアライフセービング選手権大会2019
（サーフ）　ニッパーボードレース
小学３・４年生女子　３位

全日本ジュニアライフセービング選手権大会2019
（ビーチ）　ビーチスプリント
小学５・６年生女子　６位

東北電力旗第32回東北ミニバスケットボール大会
男子　１位

15 佐藤　絢羽
柏崎ＬＳＣ
（剣野小）

第9回新潟県小学生陸上競技選手権大会
５年男子走幅跳　１位

上森　宥羽来
柏崎ＬＳＣ
（剣野小）

24

小暮　夢叶　　高野　絢人
米山　和希　　久住　葵
小暮　大翔　　小川　翔大
桒山　将　　　宮嶋　陽
宮崎　晶　　　根立　周
善積　來輝　　久住　蓮
楢原　晴斗　　坂井　潤
桒山　健

柏崎RED SHARKS
（柏崎小）

19 三吉　慶次郎

第35回新潟県少年少女空手道選手権大会兼第19回
全日本少年少女空手道選手権大会新潟県予選会、
並びに第14回北信越小中学生空手道選手権大会新
潟県予選会
小学６年生男子　形　１位

山崎　さくら
柏崎ＬＳＣ
（柏崎小）

被表彰者

17 佐々木　有　　市川　逞夢

22 新部　雄大

18 植木　伸弥

13 歌代　咲彩
柏崎Ｔ＆Ｆ
（比角小）

16 沖　郁
柏崎Ｔ＆Ｆ
（剣野小）

14 佐々木　迅
空和会

（半田小）

25
山崎　さくら　吉田　千柚
佐藤　絢羽

柏崎ＬＳＣ
柏崎小　中通小

剣野小

全日本ジュニアライフセービング選手権大会2019
（サーフ）　タップリンリレー
小学６年生以下女子　３位

柏崎ジュニア
（槇原小　北鯖石小）

23

21 小林　琉之介

20

柏崎Ｔ＆Ｆ
（比角小）

第9回新潟県小学生陸上競技選手権大会
６年男子1500ｍ　１位

第25回北信越小学生バドミントン選手権大会兼第
28回全国小学生バドミントン選手権大会北信越地
区予選会
男子ダブルス５年生以下　３位

柏崎ジュニア
（半田小）

全日本ジュニアライフセービング選手権大会2019
（サーフ）　ランスイムラン
小学５・６年生女子　８位

スポーツ
アカデミー柏崎

（比角小）

空和会
（柏崎小）



【体育関係】中学校　　　

番号 所　属 功　績　等

全日本ユースライフセービング選手権大会2019
（サーフ）　ニッパーボードレース
中学生女子　８位

33 山崎　葵
柏崎ＬＳＣ
（第一中）

全日本ユースライフセービング選手権大会2019
（ビーチ）　ビーチスプリント
中学生男子　３位

30
山岸　はるか　三井田　萌愛
小山　風香　　吉田　愛璃

柏崎翔洋中等
教育学校

32 生田目　薫乃
柏崎ＬＳＣ
（第二中）

31

全日本ユースライフセービング選手権大会2019
（サーフ）　ニッパーボードレース
中学生男子　６位

34 坂上　聖虎
柏崎ＬＳＣ
（柏崎翔洋）

第42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　13～14歳女子
4×100ｍメドレーリレー　７位

35
山岸　はるか　須貝　心美
三井田　萌愛　小山　風香

スポーツ
アカデミー柏崎

（瑞穂中　柏崎翔洋）

第50回新潟県中学校総合体育大会
バドミントン女子団体　１位

第50回新潟県中学校総合体育大会夏季大会
水泳競技　男子400ｍ個人メドレー　１位

第49回全国中学校バドミントン大会
バドミントン女子個人ダブルス　５位

第40回北信越中学校総合競技大会
バドミントン女子個人ダブルス　１位

第50回新潟県中学校総合体育大会
バドミントン女子個人ダブルス　１位

第59回全国中学校水泳競技大会
女子4×100ｍメドレーリレー　４位

被表彰者

第40回北信越中学校総合競技大会
陸上競技　男子棒高跳　１位

第40回北信越中学校総合競技大会
陸上競技　男子砲丸投　３位

安齋　僚真
柏崎翔洋中等
教育学校

26 岡村　迅 第三中学校

29
品川　由羽　　島谷　明日香
阿部　愛華　　岡本　葵生
田村　桃香

東中学校

28 品川　由羽　　島谷　明日香 東中学校

27 中野　翔太 瑞穂中学校

全日本ユースライフセービング選手権大会2019
（サーフ）　タップリンリレー
中学生男子　２位

38
桒原　輝也　　山崎　葵
坂上　聖虎

柏崎ＬＳＣ
瑞穂中　　第一中

柏崎翔洋

第41回全国JOCジュニアオリンピックカップ春
季水泳競技大会
Ｃ区分　ベスト８

37

佐藤　琉希　　前原　怜恩
石田　佑弥　　川端　皓斗
中澤　隆也　　岡村　成真
堀　秀仁　　　深井　巴瑠
高橋　暖人　　稲田　奎斗
山田　竜瑞

ＨＣ柏崎
第一中　鏡が沖中
瑞穂中　　　東中

第10回全国中学生ハンドボールクラブチーム
カップ
男子　ベスト８

36

柳森　海緒　　栗林　陽華
中村　色温　　佐藤　由依
山田　果林　　武石　絢羽
牧　璃杏　　　三宮　葵
青栁　歩　　　本間　心香
藤林　芽衣　　福田　佳澄
瀬下　碧海

ブルボンウォーター
ポロクラブ柏崎
第一中　　瑞穂中
松浜中　柏崎翔洋
柏崎小　　比角小
槇原小　　田尻小
北条小　　二田小



【体育関係】高等学校　　　　

番号 所　属 功　績　等

47

50 新沢　ほのか
新潟産業大学
附属高等学校

第47回北信越高等学校選抜卓球大会兼令和元年度
全国高等学校選抜卓球大会北信越予選会
女子シングルス　１位

原　知世
新潟産業大学
附属高等学校

第24回北信越高等学校新人陸上競技大会
女子100ｍハードル　２位

近藤　翠月
新潟産業大学
附属高等学校

令和元年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大
会兼秩父宮賜杯第72回全国高等学校陸上競技対校
選手権大会
男子110ｍハードル　２位

新潟産業大学
附属高等学校

第24回北信越高等学校新人陸上競技大会
女子400ｍハードル　３位

48 種岡　明莉

44
三宮　諒祐　　和田　栄祐
山﨑　智晴　　君島　聖和

柏崎高等学校

49 田中　絢音
新潟産業大学
附属高等学校

45

なぎなた部
𠮷田　芽生　　池田　彩実
山之内　結衣　佐藤　眞宥
森山　千聖　　樋口　すず
和田　咲良

柏崎常盤
高等学校

令和元年度北信越高等学校体育大会第27回北信越
高等学校なぎなた競技選手権大会
団体試合競技　３位

41 小林　陸玖 柏崎高等学校
第63回北陸陸上競技選手権大会兼第104回日本陸
上競技選手権大会北陸地域予選会
男子棒高跳　３位

第24回北信越高等学校新人陸上競技大会
男子砲丸投　３位

43 前田　瑛藍 柏崎高等学校

第58回北信越高等学校陸上競技対校選手権大会兼
秩父宮賜杯第72回全国高等学校陸上競技対校選手
権大会北信越地区予選会
男子4×100ｍリレー　３位

被表彰者

39 竹田　彩乃
柏崎翔洋中等

教育学校

第74回国民体育大会水泳競技大会
女子400ｍ自由形　８位

2019年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会
第87回日本高等学校選手権水泳競技大会
女子400ｍ自由形　８位

第52回北信越高等学校選手権水泳競技大会兼第87
回日本高等学校選手権水泳競技大会予選会
女子800ｍ自由形　１位

46

第63回北陸陸上競技選手権大会兼第104回日本陸
上競技選手権大会北陸地域予選会
女子3000mSC　１位

40 小野　花織 柏崎高等学校

42 村田　大和 柏崎高等学校
第24回北信越高等学校新人陸上競技大会
男子400ｍハードル　２位

第7回全国高等学校陸上競技選抜大会
女子棒高跳　６位

第58回北信越高等学校陸上競技対校選手権大会兼
秩父宮賜杯第72回全国高等学校陸上競技対校選手
権大会北信越地区予選会
女子棒高跳　２位



【体育関係】高等学校　　　　

番号 所　属 功　績　等被表彰者

57 吉田　麦
柏崎ＬＳＣ
（総合高）

全日本ユースライフセービング選手権大会2019
（サーフ）　サーフレース
高校生男子　４位

55

水球部
今井　颯汰　　有田　遂夢
鈴木　洸龍　　鈴木　志門
竹内　塁　　　藤井　敬聖
水野　楓　　　栗山　颯公
本田　恵惇　　茂田井　拓海
柳田　雅也　　山田　雄大
渡邉　空　　　栗山　憂哉
芳賀　優太

新潟産業大学
附属高等学校

令和元年度北信越高等学校体育大会第52回北信越
高等学校選手権水泳競技大会兼第87回日本高等学
校選手権水泳競技大会予選会　２位

56 藤巻　遥哉
柏崎ＬＳＣ
（産附高）

全日本ユースライフセービング選手権大会2019
（サーフ）　ボードレース
高校生男子　２位

第5回全日本ジュニア（U17）水球競技選手権大会
女子　３位

62

栗田　鮎乃　　岡田　星七
飛鳥井　真生　作野　美玖
佐藤　凜瑠　　吉田　和希
前野　美月　　山田　楓加
小林　可廉　　栗林　陽華
中村　色温　　佐藤　由依
柳森　海緒

ブルボンウォーター
ポロクラブ柏崎

柏崎翔洋　産附高
第一中　　瑞穂中

53
原　知世　　　佐藤　汀
田中　夕愛　　松本　愛美

新潟産業大学
附属高等学校

速水　彩
柏崎ＬＳＣ
（産附高）

第32回全日本ライフセービング・プール競技選手
権大会
100ｍマネキンキャリー・ウィズフィン女子 ５位

59 坂井　滉
柏崎ＬＳＣ

（柏崎翔洋）

全日本ユースライフセービング選手権大会2019
（サーフ）　ボードレース
高校生男子　８位

60

61 鈴木　彩花　　速水　彩
柏崎ＬＳＣ

（総合高　産附高）

第32回全日本ライフセービング・プール競技選手
権大会
4×50ｍメドレーリレー女子　５位

58

第24回北信越高等学校新人陸上競技大会
女子4×100ｍリレー　３位

52
樋熊　美珠　　原　知世
佐藤　汀　　　田中　夕愛

新潟産業大学
附属高等学校

51 栗山　颯公
新潟産業大学
附属高等学校

生田目　文太郎
柏崎ＬＳＣ
（柏崎高）

全日本ユースライフセービング選手権大会2019
（サーフ）　サーフレース
高校生男子　７位

54

卓球部
竹田　京平　　武藤　大和
大上　達也　　中野　颯真
大渕　幹太　　呂　子韓
渡辺　凱

新潟産業大学
附属高等学校

令和元年度北信越高等学校体育大会卓球競技会兼
第59回北信越高等学校対抗卓球選手権大会
男子団体　２位

第63回北陸陸上競技選手権大会兼第104回日本陸
上競技選手権大会北陸地域予選会
女子4×100mリレー　３位

第10回アジアエージグループ選手権
男子　１位（世代別日本代表）



【体育関係】高等学校　　　　

番号 所　属 功　績　等被表彰者

【体育関係】一般　　　

番号 所　属 功　績　等

69 蔭田　渉吾
新潟産業大学／
ブルボンウォーター
ポロクラブ柏崎

第30回ユニバーシアード競技大会
男子　５位（世代別日本代表）

70 新田　一景
新潟産業大学／
ブルボンウォーター
ポロクラブ柏崎

第30回ユニバーシアード競技大会
男子　５位（世代別日本代表）

66 稲場　悠介
新潟産業大学／
ブルボンウォーター
ポロクラブ柏崎

FINA水球ワールドスーパーリーグ2019スーパー
ファイナル　男子　６位（日本代表）

第18回世界水泳選手権大会　男子　１１位（日本
代表）

FINA水球世界ジュニア選手権2019
男子　８位（世代別日本代表）

67 小出　未来
ブルボンウォーター
ポロクラブ柏崎／
株式会社ブルボン

FINA水球ワールドスーパーリーグ2019インターコ
ンチネンタルカップ　女子　５位（日本代表）

第18回世界水泳選手権大会　女子　１３位（日本
代表）

68 稲場　航平
ブルボンウォーター
ポロクラブ柏崎／
株式会社ブルボン

第30回ユニバーシアード競技大会
男子　５位（世代別日本代表）

被表彰者

64 志水　祐介
ブルボンウォーター
ポロクラブ柏崎／
株式会社ブルボン

FINA水球ワールドスーパーリーグ2019スーパー
ファイナル　男子　６位（日本代表）

第18回世界水泳選手権大会　男子　１１位（日本
代表）

65 棚村　克行
ブルボンウォーター
ポロクラブ柏崎／
株式会社ブルボン

FINA水球ワールドスーパーリーグ2019スーパー
ファイナル　男子　６位（日本代表）

第18回世界水泳選手権大会　男子　１１位（日本
代表）

63

栗田　鮎乃　　岡田　星七
飛鳥井　真生　作野　美玖
吉田　和希　　佐藤　凜瑠
前野　美月　　山田　楓加
小林　可廉　　山本　莉央
栗林　陽華

ブルボンウォーター
ポロクラブ柏崎

柏崎翔洋　柏崎高
産附高

第42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
Ｅ区分　３位



【社会教育・地域振興関係】　　　　

番号

【感謝状関係】　　　　

番号 所　属

【教育実践研究論文入選者】　　　　

番号 教科・領域 所　属 研究論題

79 二宮　昌史 社会 高柳中学校
多様な価値観を理解し、積極的に政治参加をしよう
とする生徒の育成

78 可児　梓 その他各種教育 高柳小学校
合同学習におけるリーダー学習の有効性
～ゴール型のボール運動（ゲーム）における実践～

77 平井　寅史 算数・数学 日吉小学校
直観的な考えから実感を伴った理解につなげるため
の場の設定と教師の問い返し

76 大黒　淑乃 国語 半田小学校
登場人物の行動や気持ちの想像を促す動作化の有効
性についての研究
～第１学年「くじらぐも」の学習を通して～

75 関田　有佑 体育・保健体育 枇杷島小学校
ネット型（攻防一体型）のゲームにおける児童がか
かわり合うための手立ての考察

被表彰者

功　績　等

　平成16年5月から柏崎市青少年育成委員をつとめ、市内の街頭育
成活動や地区の育成活動の指導者として、青少年の非行・被害防
止及び健全育成に貢献し、功績は顕著である。

74 森　智史 特別活動 比角小学校
生活上の課題解決を目指した学級活動の実践
～プログラミング的思考を活用して～

被表彰者

73 今井　辰雄
柏崎市青少年
育成委員

72 古典を読む会

　昭和45(1970)年から50年間の長きに亘り、毎月定期的に「徒然草」や「枕草
子」などの日本文学を中心に英文学、地域に関わる書物、文化人などをテーマに
交え、学習会を重ねてきた。
　また、市民参加の特別公開講座も10回以上行い、柏崎にゆかりのある講師や柏
崎に関係するテーマによる講演会を実施してきた。
　長年の活動実績は生涯学習の振興、推進においても他の模範になるものであ
り、平成5(1993)年には新潟県優良読書グループ表彰受賞。
　この度、令和元（2019）年12月をもって会員の減少により定期的な学習会を終
えることになった。

被表彰者

71 柏崎きのこ研究会

　柏崎保健所や市立博物館等でのキノコ鑑別ボランティア、「きのこ再発見教
室」や「きのこの四季を見る・食う会」等で、毒キノコによる食中毒予防の取組
及び啓発活動を長年にわたり行っている。
　また、会員自らの鑑別能力向上を重ね、地域の植物図鑑等の編さんに協力、植
物研究に貢献し、地域社会の振興に寄与している。
　令和元年度新潟県知事表彰（保健衛生功労）を受賞。県内キノコ関係団体の県
知事表彰は本団体が初めてであり、長年にわたるボランティアとしての功績は、
他に類がなく顕著である。

功　績　等


