
 
 

 

 

 

私学表彰制度『マロニエ賞』表彰式の開催について 

 

スポーツ、文化等の各分野で顕著な成績をあげた県下の知事所轄の私立学校に在

籍する園児・児童・生徒及び教職員等に対し、次により知事表彰のマロニエ賞を贈

呈します。 
 
１ 被表彰者及び表彰理由 

別紙 一覧表のとおり  ３９個人・６団体 
（内訳）スポーツ：  ２８個人・４団体 

        文化・学術等：１１個人・２団体     
 
２ 表彰式 

（１）日 時 平成２８年１２月２１日（水）１４：００～１６：００ 
（２）場 所 兵庫県公館 第１会議室 
（３）贈呈者 荒木副知事 
（４）出席者 受賞生徒、学校長、顧問教諭等 

 

３ 参考（特色ある被表彰者） 

甲子園学院高等学校 
２年 板橋 美波 

水泳競技 
（飛込） 

第２２回ＦＩＮＡダイビンググランプリ 
イタリア大会女子高飛込 第１位 
※リオデジャネイロ五輪 ８位入賞 

報徳学園高等学校 
３年 溝畑 樹蘭 

水泳競技 
（競泳） 

ジュニアパンパシフィック大会競泳競技 
200ｍ個人メドレー 第１位 
※国体、高校総体でも複数種目で第１位 
マロニエ賞３年連続受賞 

 

記者発表・資料配布 

月 日 担当部局課名 連絡先 
担当課長名 

（担当主幹名） 
その他配布先 

１２/１９ 

（月） 

企画県民部管理局 

私学教育課 

内線2527 

078-362-3104 

高永  徹 

（三宅 昭夫） 
－ 
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【別紙】

マロニエ賞　被表彰者　一覧

被　表　彰　者 区分 表　　彰　　理　　由

園田学園高等学校 平成28年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会

第１学年　高良 彩花 第１位

関西学院高等部 第71回国民体育大会水泳競技大会

第3学年　佐多 直浩 第１位

関西学院高等部 情報処理学会 ゲーム情報学研究会

第3学年　中屋 悠資 若手奨励賞

関西学院高等部 STAT DASH グランプリ2016 行政サービス開拓部門

数理科学部 総務大臣賞

神戸女学院中学部 第40回全国学生書写書道展 席書の部

第３学年　森田 彩香 文部科学大臣賞

神戸女学院高等学部 2016ヨーロッパ女子数学オリンピック（ＥＧＭＯ）ルーマニア大会

第３学年　礒田 杏実 個人 銅メダル

第２学年　和田 みのり　 個人 銅メダル

報徳学園高等学校 平成28年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会

第３学年　アハマド 隼人 第１位

報徳学園高等学校 ジュニアパンパシフィック大会競泳競技

第３学年　溝畑 樹蘭 第１位

報徳学園高等学校 第71回国民体育大会水泳競技大会

第３学年　澁谷 鉄人 第１位

報徳学園高等学校 平成28年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会

第１学年　菖池 竜輝 男子400ｍ自由形　第１位

武庫川女子大学附属中学校 第６９回全日本合唱コンクール全国大会

コーラス部 金賞

甲子園学院高等学校 2016年度日本室内選手権飛込競技大会

第３学年　佐々木 那奈 第１位

甲子園学院高等学校 第22回ＦＩＮＡダイビンググランプリ2016　イタリア大会

第２学年　板橋 美波 第１位

甲子園学院高等学校 平成28年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会

第１学年　荒井 祭里 女子高飛込　第１位

芦屋学園中学校 第5回全日本アンダージュニアボクシング大会

第３学年　山村 剣晋 優勝

芦屋学園中学校 第３回全日本アンダージュニアボクシング王座決定戦

第３学年　由良 謙神 優勝

芦屋学園高等学校 平成28年度全国高等学校総合体育大会ボクシング競技大会

第３学年　新城 奈津 第１位

芦屋学園高等学校 第5回全日本アンダージュニアボクシング大会

第１学年　穴口 一輝 優勝

灘高等学校 第57回国際数学オリンピック 香港大会

第３学年　藏田 力丸 銀メダル

灘高等学校 第48回国際化学オリンピック ジョージア大会

第２学年　海士部 佑紀 個人 銀メダル

第２学年　平 翔太 個人 銀メダル

灘高等学校 第47回国際物理オリンピック リヒテンシュタイン大会

第１学年　吉見 光祐 銀メダル個人

個人

個人

個人

個人

個人

個人

個人

個人

個人

団体

個人

個人

個人

個人

個人

団体

個人

個人
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被　表　彰　者 区分 表　　彰　　理　　由

灘高等学校 第27回国際生物学オリンピック ベトナム大会

第１学年　保呂 有珠暉 銀メダル

灘高等学校 第36回全国高等学校クイズ選手権

第２学年　伊藤 公洋 個人 優勝

第１学年　猪俣 大輝 個人

神戸第一高等学校 第71回国民体育大会 空手道競技大会

第３学年　立花 彪貴 少年男子組手

夙川学院高等学校 2016年ロシアジュニア国際大会　　【柔道】

第３学年　梅北　眞衣 優勝

夙川学院高等学校 平成28年度全日本カデ柔道体重別選手権大会

第１学年　阿部　詩 優勝

夙川学院高等学校 平成28年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会

第１学年　金　知秀 優勝

夙川学院高等学校 兵庫県高等学校総合体育大会学校対抗女子の部

夙川学院高等学校 48年連続総合優勝（昭和４３年～平成２７年）

神港学園神港高等学校 第15回全日本ビーチバレージュニア男子選手権大会

第３学年　藤本 直樹 個人 優勝

第３学年　原 宏之 個人

神戸弘陵学園高等学校 第20回記念全国高校女子硬式野球選手権大会

女子硬式野球部 優勝

神戸野田高等学校 第２回ジュニア世界極真会空手選手権大会

第３学年　大城 海奈 優勝

神戸野田高等学校 第85回全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会

第１学年　坂本 花織 第１位

神戸野田高等学校 第29回全日本高校・大学ダンスフェスティバル（神戸）

ダンス部 文部科学大臣賞

須磨学園高等学校 第71回国民体育大会水泳競技大会

第３学年　佐伯 勇武 第１位

神戸国際大学附属高等学校 2016年ポーランドカデ国際大会　　【柔道】

第２学年　村上 優哉 優勝

滝川第二高等学校 平成28年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会

第３学年　池川　博史 第１位

滝川第二高等学校 第71回国民体育大会ゴルフ競技

ゴルフ部 総合１位

三田松聖高等学校 IWAS U23 WORLD GAMES 2016

第２学年　安田 帆孝 優勝

日ノ本学園高等学校 第18回アジアジュニア女子選手権大会　　【バレーボール】

第３学年　安井 由香子 第２位

日ノ本学園高等学校 ＦＩＦＡ　Ｕ－１７ Women's World Cup Jordan 2016

第２学年　牛島 理子 第２位

市川高等学校 第71回国民体育大会水泳競技大会

第３学年　冨田　圭人 第１位
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