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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３０個人・１４団体 

（内訳）スポーツ： １８個人・９団体 

           文化・学術等：１２個人・５団体     

 
２ 表彰式 

（１）日 時 平成２９年１２月２５日（月）１５：００～１７：００ 
（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） 

夙川学院高等学校 
２年 阿部  詩 

柔道 

２０１７年グランプリ・デュッセルドルフ（ドイツ）

大会 女子52㎏級 優勝 

※ 阿部一二三選手の妹、世界ジュニア選手

権、高校総体等でも優勝 
マロニエ賞３年連続受賞 

日ノ本学園高等学校 
３年 牛島 理子 

サッカー

ＡＦＣ  Ｕ－１９女子選手権中国２０１７ 

日本女子代表 優勝 

※ 日ノ本学園高等学校サッカー部主将、高校総体 

でも優勝 

マロニエ賞２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

１２/２１ 

（木） 

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） 
－ 



【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 第101回日本陸上競技選手権大会

第２学年　高良　彩花 個人 第１位

園田学園高等学校 第40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

第３学年　村上　美咲 個人 第１位

園田学園高等学校 カナダカップショーケースゴールドトーナメント　【ソフトボール】

第１学年　中邨　花菜 個人 優勝

神戸女学院高等学部 第32回全国学生書き初め展覧会

第１学年　森田　彩香 個人 文部科学大臣賞

神戸女学院高等学部 2017年ヨーロッパ女子数学オリンピック（ＥＧＭＯ）スイス大会

第３学年　和田　みのり 個人 銅メダル

神戸女学院高等学部 第55回全国高等学校生徒英作文コンテスト

第３学年　高橋　万由子 個人 文部科学大臣賞

神戸女学院高等学部 第8回高校生英語エッセーコンテスト

第２学年　指原　佑佳 個人 最優秀賞

報徳学園高等学校 第28回ＷＢＳＣ　Ｕ－１８ベースボールワールドカップ

第２学年　小園　海斗 個人 第３位

報徳学園高等学校 兵庫県高等学校総合体育大会相撲大会

相撲部 団体 ６年連続優勝

武庫川女子大学附属中学校 第70回全日本合唱コンクール全国大会

コーラス部 団体 金賞

甲子園学院高等学校 ＦＩＮＡダイビンググランプリ･カナダ大会

第２学年　荒井　祭里 個人 第２位

甲子園学院高等学校 ＦＩＮＡダイビンググランプリ･カナダ大会

第３学年　板橋　美波 個人 第３位

甲南中学校 第5回全国選抜中学校テニス大会

テニス部 団体 優勝

甲南中学校 第72回国民体育大会 アーチェリー競技

第３学年　岩佐　永寿 個人 第１位

甲南高等学校 第72回国民体育大会 アーチェリー競技

第３学年　岡﨑　恭輔 個人 第１位

甲南高等学校 第72回国民体育大会 アーチェリー競技

第３学年　中川　光造 個人 第１位

甲南女子高等学校 2017アーチェリー世界ユース選手権アルゼンチン大会

第３学年　上原　瑠果 個人 金メダル

甲南女子高等学校 第35回全国高等学校弓道選抜大会

弓道部 団体 優勝

灘高等学校 第49回国際化学オリンピック タイ大会

第３学年　海士部　佑紀 個人 銀メダル

灘高等学校 第58回国際数学オリンピック ブラジル大会

第２学年　黒田　直樹 金メダル

灘高等学校 第48回国際物理オリンピック インドネシア大会

第２学年　吉見　光祐 個人 金メダル

個人
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被　表　彰　者 区分 表　　彰　　理　　由

灘高等学校 2017年度高校模擬国連国際大会

第３学年　北口　智章 個人 優秀賞

第２学年　柳津　聡 個人 優秀賞

灘高等学校 数学甲子園2017 第10回全国数学選手権大会

バンジー改チーム 団体 文部科学大臣賞

夙川学院高等学校 2017年世界ジュニア柔道選手権大会

第２学年　金　知秀 個人 第３位

夙川学院高等学校 2017年グランプリ・デュッセルドルフ（ドイツ）大会 【柔道】

第２学年　阿部　詩 個人 優勝

夙川学院高等学校 第39回全国高等学校柔道選手権大会

柔道部 団体 優勝

夙川学院高等学校 第16回アジアジュニア＆カデット、U-21空手道選手権大会

第２学年　田畑　梨花 個人 優勝

神港学園高等学校 第20回兵庫県ビーチバレー高等学校選手権大会

バレーボール部 団体 ５年連続優勝

神戸弘陵学園高等学校 第８回全国女子硬式野球ユース大会

女子硬式野球部 団体 優勝

神戸野田高等学校 ＩＳＵジュニアグランプリファイナル2016

第２学年　坂本　花織　 個人 第３位

須磨学園高等学校・中学校 第22回日本管楽合奏コンテスト全国大会

管弦楽部 団体 最優秀賞

須磨学園高等学校 第19回日本ジュニア管打楽器コンクール本選考会

第３学年　大上　穂花 個人 金賞

須磨学園高等学校 関西吹奏楽コンクール

吹奏楽部 団体 １０年連続金賞

神戸星城高等学校 第31回全国パソコン技能競技大会　情報処理技能競技

第３学年　出射　詩音 個人 文部科学大臣賞

神戸星城高等学校 第31回全国パソコン技能競技大会　情報処理技能競技

コンピュータ部 団体 文部科学大臣賞

神戸国際大学附属高等学校 平成29年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会

第３学年　村上　優哉　 個人 優勝

滝川第二高等学校 2017トヨタジュニアゴルフワールドカップ女子団体

第２学年　古江　彩佳 個人 第２位

滝川第二高等学校 2017年度（第59回）日本アマチュアゴルフ選手権競技

第２学年　安田　祐香 個人 優勝

滝川第二高等学校 兵庫県高等学校総合体育大会サッカー競技、兵庫県高等学校サッカー選手権大会

サッカー部 団体 ６年連続優勝

滝川第二高等学校 平成29年度全国高等学校ゴルフ選手権大会

ゴルフ部女子 団体 優勝

白陵高等学校 化学グランプリ2017

第３学年　菅　雄翔　 個人 大賞

日ノ本学園高等学校 ＡＦＣ　Ｕ－１９女子選手権中国2017

第３学年　牛島　理子 個人 優勝

日ノ本学園高等学校 平成29年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技

サッカー部 団体 優勝
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