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令和3（2021）年度　柏崎市教育委員会表彰受賞者

【教育論文関係】　　　　

番号 受賞者名 所　属 部  門 研究論題

図画工作・美術

英語・外国語活動

国語

情報教育

学校保健

6 髙野　茂和 内郷小学校 英語・外国語活動
英語で伝え合う力を伸ばす外国語指導
～質問とリアクションを中心に据えたコミュニケーション
活動の実践を通して～

5 永井　まどか 鯖石小学校
子どものメディア利用改善に向けた，保護者の協力の在り
方
～評価カードで深める親子の対話的関係の有効性～

3 小池　和子 大洲小学校
「話すこと・聞くこと」の領域において友達との関わりを
通して，自分の考えを表現する力を伸ばす指導方法の工夫
～タブレット端末を活用した相互交流の実践～

4 廣田 みゆき 田尻小学校
学習者用タブレットの活用による情報活用能力の育成
～社会科授業における学習者用タブレットによる交流の場
の設定を通して～

1 青柳　優子 柏崎小学校

児童の造形的な見方・考え方を育成する相互鑑賞活動の在
り方の考察
～鑑賞の視点獲得を目指すための「図工の型の提示」と
「クイズ」の手立てを通して～

2 一木　玲緒奈 比角小学校
児童が主体的に表現する姿を目指す外国語指導の在り方
～外国語学習の構成要素における分析を通して～
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令和3（2021）年度　柏崎市教育委員会表彰受賞者

【教育文化関係】小学校・中学校・高等学校

番号 受賞者名 所　属 功　　績

7 丸山　麻友 北鯖石小学校３年 第52回新潟県ジュニア美術展覧会　特賞

8 柴野　海翔 荒浜小学校４年 第52回新潟県ジュニア美術展覧会　特賞

9 小林　朱珠 南中学校３年 令和３年度わたしの主張新潟県大会　最優秀賞

10 今井　聖希 柏崎常盤高校１年 北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール2021　特別賞

【体育関係】小学校　　

番号 受賞者名 所　属 功　績

第37回新潟県少年少女空手道選手権大会
小学生１年女子（組手）１位

第21回全日本少年少女空手道選手権大会
小学生１年女子（組手）５位

植木　翠乙（田尻小4年）

岡本　明純（槇原小4年）

光井　楓真（田尻小4年）

大倉　想和（田尻小4年）

14 松本　麗羽（槇原小3年） 柏崎ジュニア
第5回新潟県小学生バドミントン1・2・3年生大会
女子シングルス3年生の部　１位

16 渡邉　柊吾（剣野小5年） 新潟フィギュアクラブ
かしわざき

第25回全日本フィギュアスケートノービス選手権大会
B男子　６位

17 田辺 倫太郎（枇杷島小5年） 柏崎Track&Field
第11回新潟県小学生陸上競技選手権大会
小学5年男子1500m　１位

18 小熊　惺太（剣野小4年） 柏崎Track&Field
第11回新潟県小学生陸上競技選手権大会
共通3・4年男子800m　１位

第27回北信越小学生バドミントン選手権大会
新潟県予選会　女子ダブルス4年生以下の部　１位

13 柏崎ジュニア
ヨネックス杯 第40回新潟県小学生バドミントン大会
男子ダブルスBクラス　１位

11 白井　理紗（二田小1年） 一真塾

12 柏崎ジュニア

15
第18回新潟県小学生団体対抗バドミントン大会
女子団体対抗4年生の部　１位

柏崎ジュニア

岡本　明純（槇原小4年）
植木　翠乙（田尻小4年）
権田　莉穂（比角小4年）
相馬　七彩（荒浜小3年）
松本　麗羽（槇原小3年）
光井　萌華（田尻小2年）
小黒　りむ（田尻小2年）
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令和3（2021）年度　柏崎市教育委員会表彰受賞者

【体育関係】小学校　　

番号 受賞者名 所　属 功　績

19 片山　明星（枇杷島小6年） 空和会
第16回北信越小中学生空手道選手権大会
小学6年男子形　１位

20 佐々木　迅（半田小6年） 空和会
第16回北信越小中学生空手道選手権大会
小学6年男子形　２位

グランヴォーチェ柏崎
U-12

21
スポーツデポカップ
第29回新潟県U12サッカー選手権大会　１位

 押見　快維人（二田小6年）
 徳間　楓（荒浜小5年）
 櫻井　逢香（二田小6年）
 高橋　由奈（北鯖石小5年）
 日野　陸翔（比角小6年）
 串田　琥太郎（比角小5年）
 永井　楓大（二田小6年）
 牧野　斗吾（剣野小5年）
 村山　瑛思（剣野小6年）
 猪爪　颯介（比角小6年）
 永井　大翔（枇杷島小6年）
 池田　彩夏（柏崎小5年）
 西村　夏向（二田小5年）
 罍　　祥成（米山小5年）
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令和3（2021）年度　柏崎市教育委員会表彰受賞者

【体育関係】中学校　　　

番号 受賞者名 所　属 功　　績

第52回新潟県中学校総合体育大会水泳競技
女子100m平泳ぎ １位
    200m平泳ぎ １位（※県中学校新記録）

第42回北信越中学校総合競技大会水泳競技
女子100m平泳ぎ １位　200m平泳ぎ １位

第61回全国中学校水泳競技大会
女子200m平泳ぎ １位　100m平泳ぎ ２位

第52回新潟県中学校総合体育大会水泳競技
女子100mバタフライ １位　200mバタフライ １位

第42回北信越中学校総合競技大会水泳競技
女子200mバタフライ ２位

24 樋口　更紗(3年)
柏崎翔洋中等
教育学校

第42回北信越中学校総合競技大会水泳競技
女子200m背泳ぎ ２位

第55回新潟県空手道選手権大会
中学2年生男子形 １位

第16回北信越小中学生空手道選手権大会
中学2・3年男子形 ３位

岡本　葵生(3年)

田村　桃香(3年)

27

岡本　葵生(3年)
阿部　愛華(3年)
田村　桃香(3年)
坂井　涼風(2年)
大倉　楓羽(1年)
春日　優那(1年)
栁　　心晴(1年)

東中学校
第52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

28 池田　夏海(第一中1年) 長岡Joias
JFA第12回全日本女子U-15ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会
北信越大会　１位

29 遠藤　琉晟(第二中3年) 長岡JYFC
JFA第27回全日本U-15ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会
北信越大会　１位

第52回新潟県中学校総合体育大会水泳競技
女子400mメドレーリレー　１位

第42回北信越中学校総合競技大会水泳競技
女子400mメドレーリレー　１位

第61回全国中学校水泳競技大会
女子400mメドレーリレー　２位

第52回新潟県中学校総合体育大会水泳競技
女子400mフリーリレー　１位

第42回北信越中学校総合競技大会水泳競技
女子400mフリーリレー　２位

22

23

東中学校

小山　風香(3年)
柏崎翔洋中等
教育学校

空和会25

26

池田　咲那(3年) 第三中学校

北村　文人(第二中2年)

31

小山　風香(3年)

吉田　愛璃(3年)

樋口　更紗(3年)

田村　 心(2年)

柏崎翔洋中等
教育学校

第52回新潟県中学校総合体育大会
バドミントン女子ダブルス １位

30

樋口　更紗(3年)

小山　風香(3年)

牧口　夢恋(3年)

吉田　愛璃(3年)

柏崎翔洋中等
教育学校
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令和3（2021）年度　柏崎市教育委員会表彰受賞者

【体育関係】中学校　　　

番号 受賞者名 所　属 功　　績

32

　藤井　尚仁（鏡が沖中3年）
　品田　大喜（二中3年）
　安澤　空暖（瑞穂中3年）
　佐藤　陽生（二中3年）
　長門　玄城（翔洋3年）
　牧　聖琉（翔洋3年）
　宇佐美　毅（一中3年）
　桑原　ぜん（一中3年）
　竹内　俐人（翔洋3年）
　阿部　悠之介（東中3年）
　斎藤　秀吉（一中3年）
　三井田　大志（二中2年）
　下條　連也（松浜中3年）

ブルボンウォーター
ポロクラブ柏崎

第33回北信越ジュニア夏季水球競技大会
兼 第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ
夏季水球競技予選大会B区分 ２位

33

　三井田　大志（第二中2年）
　品田　大喜（第二中3年）
　安澤　空暖（瑞穂中3年）
　佐藤　陽生（第二中3年）
　長門　玄城（翔洋中等3年）
　桑原　ぜん（第一中3年）
　竹内　俐人（翔洋中等3年）
　阿部　悠之介（東中3年）
　下條　連也（松浜中3年）
　斎藤　秀吉（第一中3年）
　佐藤　雷賀（南中2年）
　中村　有吾（翔洋中等1年）
　水野　航（第一中1年）
　小笠原　優樹（第二中1年）

ブルボンウォーター
ポロクラブ柏崎

第32回北信越ジュニア秋季水球競技大会
兼 第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ
春季水球競技大会予選会B区分 ２位

第33回北信越ジュニア夏季水球競技大会
兼 第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ
夏季水球競技予選大会　C区分　３位

第32回北信越ジュニア秋季水球競技大会
兼 第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ
春季水球競技大会予選会　C区分　３位

35

　柳森　海緒（翔洋中等3年）
　佐藤　由依（瑞穂中3年）
　山田　果林（松浜中3年）
　三宮　葵（北条中1年）

※令和3年3月時点の学校・学年

ブルボンウォーター
ポロクラブ柏崎

第7回全日本ジュニア（U17）
水球競技選手権大会　女子４位

36

　加藤　慶大（鏡が沖中3年）
　樋口　征那（東中3年）
　郭　亞樂（鏡が沖中3年）
　徐　浩智（鏡が沖中3年）
　佐藤　陽生（第二中3年）
　藤井　尚仁（鏡が沖中3年）

※令和3年3月時点の学校・学年

ブルボンウォーター
ポロクラブ柏崎

第7回全日本ジュニア（U17）
水球競技選手権大会　男子ベスト８

ブルボンウォーター
ポロクラブ柏崎

　福田　佳澄（第二中1年）
　三宮　葵（北条中2年）
　牧　璃杏（翔洋中等3年）
　武石　絢羽（翔洋中等1年）
　長門　郁樹（翔洋中等1年）
　本間　心香（第二中1年）
　瀬下　碧海（第二中1年）
　樋口　真彩（東中1年）

34
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令和3（2021）年度　柏崎市教育委員会表彰受賞者

番号 受賞者名 所　属 功　　績

37 植木　優陽（3年）
新潟産業大学
附属高等学校

第54回北信越高等学校選手権水泳競技大会
男子400m自由形　１位　男子400m個人メドレー　３位

38 山岸　はるか（5年）
柏崎翔洋中等

教育学校
第54回北信越高等学校選手権水泳競技大会
女子100mバタフライ　３位

第60回北信越高等学校陸上競技対校選手権大会
男子棒高跳 ２位

第26回北信越高等学校新人陸上競技大会
男子棒高跳 ２位

40 杉田　大夢（3年）
新潟産業大学
附属高等学校

第60回北信越高等学校陸上競技対校選手権大会
男子走高跳 ２位

41 木村　峻也（2年）
新潟産業大学
附属高等学校

第65回 北陸陸上競技選手権大会　男子200ｍ　１位

42 近藤　愛加（2年）
新潟産業大学
附属高等学校

第65回 北陸陸上競技選手権大会　女子棒高跳　３位

43 松田　若葉（1年）
新潟産業大学
附属高等学校

第65回 北陸陸上競技選手権大会　女子七種競技　３位

44 西山　美季（3年） 柏崎常盤高等学校
令和3年度北信越高等学校体育大会なぎなた競技会
第29回北信越高等学校なぎなた選手権大会
個人の部　３位

45 矢嶋　理央（3年） 柏崎常盤高等学校
令和3年度北信越高等学校体育大会なぎなた競技会
第29回北信越高等学校なぎなた選手権大会
個人の部　３位

46

　　芳賀　優太（3年）
　　栗山　憂哉（3年）
　　朴　晟勛(3年）
　　山田　暁也（2年）
　　茂田井　海希（2年）
　　村山　成琉（2年）
　　加藤　慶大（1年）
　　樋口　征那（1年）
　　徐　浩智（1年）
　　郭　亞樂（1年）
　　牧野　椋（1年）

新潟産業大学附属
高等学校水泳部

第89回日本高等学校選手権水球競技大会
水球競技　ベスト８

47

　栗林　陽華（産大附属2年）
　朴　正殷（産大附属2年）
　山音　瑠那（産大附属1年）

※令和3年3月時点の学校・学年

ブルボンウォーター
ポロクラブ柏崎

第7回全日本ジュニア（U17）
水球競技選手権大会　女子　４位

48

　栗山　憂哉（産大附属2年）
　芳賀　優太（産大附属2年）
　朴　晟勛（産大附属2年）
　小川　航平（柏崎高1年）
　村山　成琉（産大附属1年）
　茂田井海希（産大附属1年）
　山田　暁也（産大附属1年）

※令和3年3月時点の学校・学年

ブルボンウォーター
ポロクラブ柏崎

第7回全日本ジュニア（U17）
水球競技選手権大会　男子ベスト８

49

柳森　海緒（翔洋中等4年）
栗林　陽華（産大附属3年）
朴　正殷（産大附属3年）

山音　瑠那（産大附属2年）
佐藤　由依（産大附属1年）
山田　果林（産大附属1年）

ブルボンウォーター
ポロクラブ柏崎

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　水球競技E区分　３位

新潟産業大学
附属高等学校

39

【体育関係】高等学校　　　　

岡村　迅（2年）
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令和3（2021）年度　柏崎市教育委員会表彰受賞者

【体育・スポーツ振興関係】　一般

番号 受賞者名 所　属 功　　績

第32回オリンピック競技大会（東京2020）日本代表

FINA水球ワールドスーパーリーグ
スーパーファイナル2021　日本代表

第32回オリンピック競技大会（東京2020）日本代表

FINA水球ワールドスーパーリーグ
スーパーファイナル2021　日本代表

第32回オリンピック競技大会（東京2020）日本代表

FINA水球ワールドスーパーリーグ
スーパーファイナル2021　日本代表

第32回オリンピック競技大会（東京2020）日本代表

FINA水球ワールドスーパーリーグ
スーパーファイナル2021　日本代表

54 富澤　　慎 トヨタ自動車東日本 第32回オリンピック競技大会（東京2020）日本代表

51 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）

50 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）

53 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）

52 稲場　悠介
ブルボンウォーター
ポロクラブ柏崎
（新潟産業大学）

55 大西　伸和 柏崎剣道連盟 第56回全日本居合道大会　１位
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令和3（2021）年度　柏崎市教育委員会表彰受賞者

番号 受賞者名 功　　績

56 柏崎市立比角小学校ＰＴＡ

令和３年度に日本ＰＴＡ会長表彰を受賞。感染拡大防止のため、保護者
が空き時間に校内の清掃や消毒作業を行う「ちょこっとボランティア」
制度を創設し、学校内の衛生管理や環境整備に貢献している。また、学
校行事やＰＴＡ活動において献身的に活動を下支えしている。

番号 氏　　名 功　　績

57 北日本エンジニアリング株式会社
自社のチャリティー活動による収益の一部を１８年にわたり「かしわざ
き子ども育成基金」に寄附を継続され、子どもたちの育成活動に貢献さ
れた。

58 須田　和則

永年にわたり市子ども会連合会の役員として子ども会活動の進展のため
尽力され、主催事業は常に中心的な役割を果たし、活動をけん引してい
る。平成２４年から会長として連合会のまとめ役を担うとともに、子供
に体験活動の場の提供にも精力的に取り組み、工作など体験活動の機会
を創出している。

59 須田　貴子

永年にわたり市子ども会連合会役員として子ども会活動の進展のため精
力的に活動され、活動の継続的な参画や役員会のより良い体制づくり、
主催事業活性化のための改革、ジュニア・リーダー養成研修の導入によ
る青少年の育成などを企画提案するなど、活動の活性化に尽力してい
る。

番号 氏　　名 功　　績

60 伊部　秀男
柏崎市美術展覧会運営委員写真部門運営委員として、第４９回（平成１
７年度）から第６３回（令和２年度）までの１６年間にわたり、市展の
発展、運営に関わり、本市の文化振興に尽力いただいた。

番号 氏　　名 功　　績

61 小さな絵本館サバト

平成１０年に設立以来、長きにわたり絵本との出会いを楽しめる場の提
供のほか、館内での絵本原画展・写真展・講演会等の開催や各地の絵本
美術館をめぐるバスツアーの開催、保育園・小中学校・養護福祉施設な
どに出向き絵本ライブ等の活動を行い、絵本の魅力を市内外に発信し
た。

【学術・文化等振興関係】　感謝状

【社会教育・地域振興関係】　表彰状

【社会教育・地域振興関係】　感謝状

【図書館活動振興関係】　感謝状
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