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柴田 隼平
第74回国民体育大会2019ボート競技に出場し、日頃の成果を発揮して、

少年男子舵手つきクォドルプル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吹奏楽部
第32回全日本マーチングコンテストに出場し、日頃の成果を発揮して、

高等学校以上の部で金賞の受賞を果たされた。その功績は誠に顕著である。

廣瀬 順亮
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。

小谷 準一
永年にわたり、ボーイスカウトの指導者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。

中村 正子
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。

岸本 文代
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。

もみじ顕彰受賞者
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小笠原 伊織 太田 詩乃
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。

北野 悠介 倉智 一泰
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。

岡野 実咲 久世 楓佳 久世 穂佳

塩見 璃果 寺岡 強 中野 紗衣

中村 優斗 西川 実礼 林 廉

港 理彩子 南 咲貴子
キャンプカウンセラーとして、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。

吉野 日菜
日頃の成果を発揮して、第 36回 NHK 杯全国中学校放送コンテストに出

場された。

関本 結人
日頃の成果を発揮して、第 63回全国学芸サイエンスコンクールに出場

された。

ささゆり褒賞受賞者
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西山 奈菜 多田 千楓 山川 裕也
日頃の成果を発揮して、第24回日本管楽合奏コンテストに出場された。

諏訪 愛南
日頃の成果を発揮して、第 37回全国高等学校弓道選抜大会に出場され

た。

中原 心優 川島 彩里 上田 真和香
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 2019 に

出場された。

山庄 伶奈 西尾 千奈 津田 梨乃
日頃の成果を発揮して、第11回日本高校ダンス部選手権に出場された。

宮地 姫乃
日頃の成果を発揮して、AGG(Aesthetic Group Gymnastics)世界選手権

大会 2018 に出場された。

宮本 啓吾
日頃の成果を発揮して、第 91 回選抜高等学校野球大会に出場された。

奥田 真悟 安平 裕人
日頃の成果を発揮して、文部科学大臣杯第 71 回全日本大学準硬式野球

選手権大会に出場された。

松川 容子
日頃の成果を発揮して、第 4回アジア太平洋ろう者サッカー選手権大

会に出場された。
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鎌谷 一吹
日頃の成果を発揮して、令和元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。

梶原 一樹
日頃の成果を発揮して、令和元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に出場された。

武田 夏那
日頃の成果を発揮して、第 3回全国ソフトバレー・フリーフェスティ

バル in町田に出場された。

松嶋 凜子 武田 桃佳 隅田 誠太郎
日頃の成果を発揮して、太陽生命カップ 2019 第 10 回全国中学生ラグ

ビーフットボール大会に出場された。

安福 幸輝 中森 彩斗
日頃の成果を発揮して、第 25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。

田和 りな
日頃の成果を発揮して、第 72回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

（全国高等学校総合体育大会）に出場された。

泉 龍之介
日頃の成果を発揮して、第 70回全国高等学校駅伝競走大会（全国高等

学校総合体育大会）に出場された。
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三谷 奏嵩 永谷 季音
日頃の成果を発揮して、第 42回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ

夏季水泳競技大会に出場された。

小谷 星衣良
日頃の成果を発揮して、第 50 回全国中学校柔道大会に出場された。

伊藤 ひなの
日頃の成果を発揮して、第 27回全国中学生空手道選手権大会に出場さ

れた。

箕面自由学園高等学校チアリーダー部
日頃の成果を発揮して、JAPAN CUP 2019 チアリーディング日本選手権

大会に出場された。

箕面自由学園中学校チアリーダー部
日頃の成果を発揮して、JAPAN CUP 2019 チアリーディング日本選手権

大会に出場された。

大阪府立箕面高等学校ダンス部
日頃の成果を発揮して、第12回日本高校ダンス部選手権に出場された。

箕面市立第六中学校ダンス部
日頃の成果を発揮して、第 8回日本中学校ダンス部選手権に出場され

た。

大阪府立箕面高等学校放送部
日頃の成果を発揮して、第 66 回 NHK 杯全国高校放送コンテスト、第 43

回全国高等学校総合文化祭放送部門に出場された。
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箕面自由学園高等学校放送部
日頃の成果を発揮して、第 66 回 NHK 杯全国高校放送コンテスト、第 43

回全国高等学校総合文化祭放送部門に出場された。

箕面自由学園高等学校アメリカンフットボール部
日頃の成果を発揮して、第 50回全国高等学校アメリカンフットボール

選手権大会に出場された。

八田 啓輔 兼吉 國夫 大住 義信

横田 實 池田 幸男 仲野 良次

小西 秀夫 笹井 博史 苗代 豊大

金井 由佳
永きにわたり、子どもの安全見守り活動や、青少年を守る会等の地域

団体の活動を通して、積極的に青少年健全育成に貢献された。

河井 照恵 吉田 智子
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。

段中 幸代 古川 春子 岩重 一成
永きにわたり、赤十字奉仕団団員として、積極的に青少年健全育成に

貢献された。

河本 征男 上田 恒治
永きにわたり、地域ラジオ体操活動に取り組まれ、積極的に青少年健

全育成に貢献された。



- 13 -

東山 由起子 藤井 保美 神内 紘典
永きにわたり、西小サタデースクールの活動に取り組まれ、積極的に

青少年健全育成に貢献された。

萱北地域クラブ
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。

安友 聡子 中久保 倫子 下西 まき

中井 亜矢子 古賀 文子 松田 孝子

渡邊 靖子
永きにわたり、こども会の指導・支援活動に取り組まれ、積極的に青

少年健全育成に貢献された。


