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友近 瑳花
平成29年度全国高等学校定時制通信制体育大会第19回バドミントン大

会に出場し、日頃の成果を発揮して優勝を果たされた。その功績は誠に顕
著である。

吉海 優芽
JAPAN CUP 2017チアリーディング日本選手権大会に出場し、日頃の成果

を発揮して、大学部門で優勝を果たされた。その功績は誠に顕著である。

西岡 晟
第23回日本管楽合奏コンテストに出場し、日頃の成果を発揮して小学校

部門で最優秀グランプリ賞・文部科学大臣賞を受賞された。その功績は誠
に顕著である。

寺門 天音
第31回全国都道府県対抗中学バレーボール大会に出場し、日頃の成果

を発揮して優勝を果たされた。その功績は誠に顕著である。

大阪府立箕面高等学校 ダンス部
第10回日本高校ダンス部選手権に出場し、日頃の成果を発揮して、スモ
ールクラスで優勝を果たされた。その功績は誠に顕著である。

箕面自由学園高等学校 チアリーダー部
JAPAN CUP 2017チアリーディング日本選手権大会に出場し、日頃の成果
を発揮して、高等学校部門で優勝を果たされた。その功績は誠に顕著であ
る。

もみじ顕彰受賞者
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加納 順子
永年にわたり、更生保護女性会会員として積極的に青少年健全育成に取

り組まれた。その功績は誠に顕著であり、他の模範である。

植山 千代
永年にわたり、更生保護女性会会員として積極的に青少年健全育成に取

り組まれた。その功績は誠に顕著であり、他の模範である。

森下 喜久子
永年にわたり、更生保護女性会会員として積極的に青少年健全育成に取

り組まれた。その功績は誠に顕著であり、他の模範である。

副松 昌子
永年にわたり、子ども・若者の見守り・育成活動、地域福祉活動をとお

して積極的に青少年健全育成に取り組まれた。その功績は誠に顕著であり、
他の模範である。

東山 磯治
永年にわたり、子ども・若者の見守り・育成活動、地域福祉活動をとお

して積極的に青少年健全育成に取り組まれた。その功績は誠に顕著であり、
他の模範である。



- 7 -

川田 瑠莉 福富 花音 渡辺 奈津希
青少年リーダーとして、こども会の行事プログラムの立案・指導やリ

ーダークラブの運営を行うとともに、積極的に後輩の指導・育成に取り
組まれた。

森本 尚之 池 智
スカウト活動において、指導者として活躍され、後輩に多大な影響を

与えながら、その指導・育成に携わられた。

岩松 舞依 植田 佳代子 上村 小春

喜多 優子 切貫 大喜 小出 貴大

広部 更 藤上 朋子 藤谷 むつか
キャンプカウンセラーとして、自ら厳しい研修を重ねながら、施設運

営や青少年の指導・助言を行うとともに、積極的に多くの後輩の育成に

取り組まれた。

塩水流 大地
青年海外協力隊として、ラオス人民民主共和国にて日本と同国の人々

を結ぶ懸け橋となり、平和で豊かな世界の実現を目指して活動に従事さ

れた。

園田 圭
青年海外協力隊として、モロッコにて日本と同国の人々を結ぶ懸け橋

となり、平和で豊かな世界の実現を目指して活動に従事された。

ささゆり褒賞受賞者



- 8 -

森 柚香
日頃の成果を発揮して、第 64回 NHK 杯全国高校放送コンテストアナウ

ンス部門に出場された。

西岡 晃
日頃の成果を発揮して、第22回日本管楽合奏コンテストに出場された。

大川 紗花
日頃の成果を発揮して、第18回ショパン国際ピアノコンクールin ASIA

に出場された。

橋本 航輝
日頃の成果を発揮して、第 41回全国高等学校総合文化祭写真部門に出

場された。

原 穂南 林 みゆう 勝見 創太

谷澤 和奏 福森 あみ 木下 由佳理

山田 武利 島村 優希
日頃の成果を発揮して、第 23回日本管楽合奏コンテスト高等学校 B部

門に出場された。

城谷 美帆 後田 唯美 牛島 奈々恵
日頃の成果を発揮して、全国高等学校ダンスドリル選手権大会に出場

された。

的場 裕子 橋本 萌里 鈴木 あや

齊 詩乃 片平 青波 桑原 月華
日頃の成果を発揮して、第10回日本高校ダンス部選手権に出場された。
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シソン 頼行 アルフレッド
日頃の成果を発揮して、第 33回全国小学生陸上競技交流大会に出場さ

れた。

渡辺 健貴
日頃の成果を発揮して、第99回全国高校野球選手権大会に出場された。

福田 翔大
日頃の成果を発揮して、JOC ジュニアオリンピックカップ大会第 11 回

U18 日本陸上競技選手権大会に出場された。

小林 雄泰
日頃の成果を発揮して、第 72 回国民体育大会レスリング競技、JOC ジ

ュニアオリンピックカップ大会2017年度全日本ジュニアレスリング選手

権大会に出場された。

梅田 彩香
日頃の成果を発揮して、平成 29 年度全国高等学校総合体育大会バスケ

ットボール競技大会、第 72 回国民体育大会バスケットボール競技に出場

された。

佐藤 美桜
日頃の成果を発揮して、第 18回全国高等学校女子硬式野球選抜大会に

出場し、優勝を果たされた。

水越 青空
日頃の成果を発揮して、第 44回全日本中学校陸上競技選手権大会に出

場された。
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三間 太智 河合 春陽 若林 泰輝
日頃の成果を発揮して、第 10 回 JKJO 全日本ジュニア空手道選手権大

会に出場された。

冨中 宏樹
日頃の成果を発揮して、第 40回全国高等学校ハンドボール選抜大会に

出場された。

傘木 太郎
日頃の成果を発揮して、第40回全日本少年サッカー大会に出場された。

児玉 獅旺
日頃の成果を発揮して、第 12回風越カップ全日本少年アイスホッケー

大会に出場された。

児玉 勇旺
日頃の成果を発揮して、第 5回全日本小学生低学年選抜大会（アイス

ホッケー）に出場された。

宮原 大樹
日頃の成果を発揮して、第 42回全国少年少女スポーツチャンバラ選手

権大会に出場された。

西澤 和
日頃の成果を発揮して、第 66 回全国高等学校スキー大会、第 72 回国

民体育大会冬季大会スキー競技会に出場された。

髙橋 佑大朗
日頃の成果を発揮して、平成 29 年度全国高等学校総合体育大会弓道競

技大会に出場された。
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伊藤 わかな
日頃の成果を発揮して、第 17回全日本少年少女空手道選手権大会に出

場された。

三宅 慧樹 大桐 壮央
日頃の成果を発揮して、第 44回全国中学生テニス選手権大会に出場さ

れた。

村岸 俊吾
日頃の成果を発揮して、平成 29 年度全国高等学校総合体育大会サッカ

ー競技大会に出場された。

和田 靜里奈
日頃の成果を発揮して、第 11 回 JKJO 全日本ジュニア空手道選手権大

会に出場された。

山川 加織
日頃の成果を発揮して、平成 29 年度全国高等学校総合体育大会水泳競

技大会に出場された。

森田 毬愛
日頃の成果を発揮して、第 39回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ

春季水泳競技大会に出場された。

井原 直生
日頃の成果を発揮して、第 23回全国ジュニア・ラグビーフットボール

大会に出場された。
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坂東 美旺 村上 心羽
日頃の成果を発揮して、第 20回全国小学生クロスカントリーリレー研

修大会に出場された。

中山 幹斗 田中 秀明 原田 蒼士

林 智史 泉 蓮斗 箱田 大翔
日頃の成果を発揮して、第 23回全日本ユース（U-15）フットサル大会

に出場された。

箕面自由学園中学校チアリーダー部
日頃の成果を発揮して、JAPAN CUP 2017チアリーディング日本選手権

大会に出場された。

箕面自由学園高等学校吹奏楽部
日頃の成果を発揮して、第 30回全日本マーチングコンテストに出場さ

れた。

松本 保志
永きにわたり、とどろみの森学園の児童にサッカーの指導を行い、積

極的に青少年健全育成に貢献された。

山本 躬行
永きにわたり、地域の子どもたちの体験活動の指導等に取り組まれ、

積極的に青少年健全育成に貢献された。

池田 英雄 斉藤 一幸 二宮 昭

白井 克己
永きにわたり、通学路の見守り活動等に取り組まれ、積極的に青少年

健全育成に貢献された。
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佐藤 志穂 大橋 陽子
永きにわたり、校区青少年を守る会の活動等に取り組まれ、積極的に

青少年健全育成に貢献された。

森本 茂司
永きにわたり、こども会の支援活動や青少年指導員としての活動等に

取り組まれ、積極的に青少年健全育成に貢献された。

長瀬 文弘
永きにわたり、青少年補導員として、積極的に青少年健全育成に貢献

された。

森岡 稔子
永きにわたり、更生保護女性会会員として、積極的に青少年健全育成

に貢献された。

田中 伸幸 清水 佑樹
永きにわたり、ボーイスカウト活動の指導者として、積極的に青少年

健全育成に貢献された。

宇佐美 和歌子 興梠 光治 越智 さやか
永きにわたり、西小サタデースクールの指導者として、積極的に青少

年健全育成に貢献された。

西小おやじの会
永きにわたり、地域の子どもたちの体験活動の指導等に携わられ、積

極的に青少年健全育成に貢献された。


