
 

 

 

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４４個人・１６団体 

（内訳）スポーツ： ３２個人・９団体 

           文化・学術等：１２個人・７団体     

 
２ 表彰式 

（１）日 時 平成３０年１２月２５日（火）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、受賞教諭、学校長、顧問教諭等 

 

３ 参考（特色ある被表彰者） 

報徳学園高等学校 

 ３年 小園 海斗 
野球 

第12回BFA U-18 アジア野球選手権大会   第３位

※ ドラフト１位指名により広島カープへ入団 

マロニエ賞２年連続受賞 

夙川学院高等学校 

３年 阿部  詩 
柔道 

2018年バクー世界柔道選手権大会 女子52㎏級  優勝 

※ 阿部一二三選手の妹、グランドスラム大阪大

会でも優勝 
マロニエ賞４年連続受賞 

神戸野田高等学校 

３年 坂本 花織 

フィギュア

スケート 

四大陸フィギュアスケート選手権大会 2018   第１位

※ ISUグランプリファイナル2018（GPF）バンクーバー  

大会で第４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 

１２/２０ 

（木） 

企画県民部管理局 

私学教育課 

内線2527 

078-362-3104 

一幡 孝明 

（山本 茂之） 
－ 



【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102回日本陸上競技選手権大会

第３学年　高良　彩花 個人 第１位

百合学院中学校 第８回全国中学校ダンスドリル選手権大会　

チアダンス部 団体 第１位

百合学院高等学校 第９回全国高等学校ダンスドリル冬季大会

チアダンス部 団体 第１位

神戸女学院中学部 第44回スポーツチャンバラ全日本選手権大会

第１学年　金澤　音々 個人 優勝

神戸女学院高等学部 the world　Scholar'ｓ Cup  2017 Tournament of Champions

第３学年　藤村　彩紀 個人 銀メダル

神戸女学院高等学部 the world　Scholar'ｓ Cup  2017 Tournament of Champions

第３学年　原田　理子 個人 銀メダル

報徳学園高等学校 第12回ＢＦＡ Ｕ－18 アジア野球選手権大会

第３学年　小園　海斗 個人 第３位

報徳学園高等学校 第73回国民体育大会水泳競技 競泳

第３学年　菖池　竜輝 個人 第１位

報徳学園高等学校 平成30年度全国高等学校総合体育大会　少林寺拳法競技大会

第３学年　合田　仁一郎 個人 第１位

報徳学園高等学校 第3回ユースオリンピック競技大会（2018/ブエノスアイレス）ラグビーフットボール競技

第２学年　山田　響 個人 第３位

報徳学園高等学校 第21回全国高等学校少林寺拳法選抜大会

第２学年　山口　輝 個人 第１位

仁川学院高等学校 朝永振一郎記念　第12回「科学の芽」賞　中学生部門

第１学年　川村　ヒカル 個人 「科学の芽」賞

武庫川女子大学附属中学校 SING'N'PRAY KOBE 2018 国際合唱フェスティバル＆コンペティション

コーラス部 団体 準優勝

武庫川女子大学附属高等学校 SING'N'PRAY KOBE 2018 国際合唱フェスティバル＆コンペティション

コーラス部 団体 優勝

武庫川女子大学附属高等学校 第65回NHK杯全国高校放送コンテスト ラジオドキュメント部門

放送部 団体 文部科学大臣賞

甲子園学院高等学校 第94回日本選手権水泳競技大会飛込競技兼国際大会派遣選手選考会

第３学年　荒井　祭里 個人 第１位

甲陽学院高等学校 第50回国際化学オリンピック　スロバキア・チェコ大会

第３学年　西口　大智 個人 銀メダル

甲陽学院高等学校 第12回国際地学オリンピック　タイ大会

第２学年　大野　智洋 個人 金メダル

芦屋学園中学校 第44回全国中学生レスリング選手権大会

第２学年　小幡　未羽 個人 第１位

芦屋学園中学校 平成30年度ジュニアクイーンズカップレスリング選手権大会　

第２学年　原田　渚 第１位

芦屋学園高等学校 第29回全国高等学校ボクシング選抜大会

第３学年　穴口 　一輝 個人 第１位

個人



被　表　彰　者 区分 表　　彰　　理　　由

芦屋学園高等学校 平成30年度全国高等学校総合体育大会ボクシング競技大会

第２学年　由良 謙神 個人 第１位

甲南中学校 兵庫県中学校総合体育大会競技大会　テニス男子団体

テニス部 団体 15年連続第１位

甲南高等学校・中学校

教諭　福井 隆之 個人

甲南女子高等学校 第73回国民体育大会弓道競技

第３学年　吉野 裕賀 個人 第１位

甲南女子高等学校 高円宮賜牌 第51回全国高等学校アーチェリー選手権大会

第２学年　上原 瑠果 個人 第１位

灘高等学校 第59回国際数学オリンピック ルーマニア大会

第３学年　黒田 直樹 個人 金メダル

灘高等学校 第49回国際物理オリンピック ポルトガル大会

第３学年　吉見 光祐 個人 銀メダル

灘高等学校 第30回国際情報オリンピック 日本大会　

第３学年　細川 寛晃 個人 銀メダル

灘高等学校 第29回全日本高等学校馬術選手権大会

第３学年　有田 奏司郎 個人 優勝

灘高等学校 第29回国際生物学オリンピック イラン大会

第２学年　鳥羽 重孝 個人 銀メダル

灘高等学校 the Brain Bee Japan Championship 2018

第１学年　岡見 知明 個人 第１位

灘高等学校 第42回全国高等学校囲碁選手権大会全国大会男子団体戦

囲碁部 団体 優勝

灘高等学校 第24回スーパーコンピューティングコンテスト　ＳｕｐｅｒＣｏｎ２０１８

ﾊﾟｿｺﾝ研究部Anantash 団体 第１位

夙川学院高等学校 2018年バクー世界柔道選手権大会

第３学年　阿部　詩 個人 優勝

夙川学院高等学校 第40回全国高等学校柔道選手権大会

第３学年　金　知秀　 個人 優勝

夙川学院高等学校 第３回ユースオリンピック競技大会　空手道競技

第３学年　田畑　梨花 個人 銀メダル

夙川学院高等学校 平成30年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会

第３学年　長谷川　瑞紀 個人 優勝

夙川学院高等学校 平成30年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会

第１学年　桑形　萌花 個人 優勝

夙川学院高等学校 平成30年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会

柔道部 団体 優勝

神戸弘陵学園高等学校 第19回全国高等学校女子硬式野球選抜大会

女子硬式野球部 団体 優勝

神戸野田高等学校 四大陸フィギュアスケート選手権大会2018

第３学年　坂本　花織　 個人 第１位

育英高等学校 兵庫県高等学校総合体育大会　剣道競技大会

剣道部 団体 15年連続第１位

須磨学園高等学校 第47回ゴーセン杯争奪ハイスクールジャパンカップソフトテニス2018女子ダブルス

第３学年　木瀬　晶絵 個人 優勝

第２学年　平岡　琴恵 個人 優勝

20年間指導者としての力量を発揮し、平成21年度には、11年ぶりに
兵庫県高等学校対抗新人大会において優勝、また、特に兵庫県中学
校総合体育大会においては、就任直後の平成23年度から、８年連続
優勝を果たした。また、全国中学生テニス選手権大会において優勝
１回、全国選抜中学校テニス大会において優勝２回を果たした。



被　表　彰　者 区分 表　　彰　　理　　由

須磨学園高等学校 第８回ジュニアパンパシフィック大会競泳競技

第３学年　居林　優衣 個人 第３位

須磨学園高等学校 第86回日本高等学校選手権水泳競技大会

第３学年　西村　麻亜 個人 第１位

兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 平成30年度全国高等学校総合体育大会女子ソフトボール競技大会

ソフトボール部 団体 優勝

兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校

教諭　池田　紀子 個人

神戸星城高等学校 第32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　柿田　明音 個人 文部科学大臣賞

神戸星城高等学校 第32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

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春季大会 

第３学年　安田　祐香 個人 優勝

滝川第二高等学校 2018トヨタジュニアゴルフワールドカップ女子団体

第３学年　古江　彩佳 個人 優勝

滝川第二高等学校 平成30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

滝川第二高等学校 第30回全日本マーチングコンテスト　高等学校以上の部

吹奏楽部 団体 金賞

滝川第二高等学校 第６回全国高等学校陸上競技選抜大会　四種競技

第１学年　松下　美咲 個人 第１位

白陵高等学校 第12回科学地理オリンピック日本選手権

第３学年　飛田 祐輔 個人 金賞

市川高等学校 ドバイ2017アジアユースパラ競技大会水泳競技

卒業生　上垣　光 個人 金メダル

近畿大学附属豊岡高等学校 兵庫県高等学校総合体育大会なぎなた競技大会

なぎなた部 団体 ５年連続第１位

マリスト・ブラザース・インターナショナル・スクール 第38回全国中学校スケート大会

第１学年　許　佑赫 個人 第１位

14年間指導者としての力量を発揮し、兵庫県高等学校総合体育大会
女子ソフトボール競技において５年連続優勝を含む10回優勝、兵庫
県新人大会は７回優勝、また、平成30年度全国高等学校総合体育大
会においても優勝を果たした。


