
添付資料 【個人情報につき、取扱注意】

（１）個人賞

（1-1）文部科学大臣賞 （1-3）金賞

階級 氏名 学年など 都道府県 階級 氏名 学年など 都道府県

１級 菅原　響生 中学校３年 千葉県 佐川　大樹 一般 北海道

準１級 桑原　優香 中学校３年 愛知県 　　田　充洋 一般 茨城県

２級 内藤　純香 中学校２年 奈良県 金子　政永 一般 千葉県

準２級 小野　龍幸 小学校６年 神奈川県 金村　龍一 大学３年 東京都

３級 久良木　愛 中学校１年 福岡県 高山　賀子 一般 大阪府

４級     山　貴大 小学校３年 埼玉県 田村　修二 一般 大阪府

５級 児島　慶典 小学校２年 群馬県 辻　慎吾 高校１年 京都府

高山　孝喜 一般 宮城県

平井　智之 高校３年 東京都

（1-2）会長賞 置田　圭祐 高校３年 神奈川県

階級 氏名 学年など 都道府県 山田　寛士 高校２年 神奈川県

８級 本間　夏子 一般 山口　翔 高校３年 愛知県

８級 本間　雪花 小学校５年 林　璃菜子 中学校２年 愛知県

１０級 本間　美織 小学校３年 岡本　哲史 高校３年 京都府

１０級 馬渕　愛蓮 就学前 海原　央翔 高校１年 大阪府

１０級 馬渕　早苗 一般 籾井　陽介 一般 福岡県

１級 片栁　辰夫 一般 千葉県 西山　恭史 一般 福岡県

２級 水口　清志 一般 東京都 佐藤　竣貴 高校２年 大分県

３級 河合　清 一般 東京都 若林　遥 高校３年 青森県

３級 近藤　信一 一般 渡邉　陽向 高校２年 宮城県

９級 近藤　祐梧 小学校４年 佐藤　彰紘 一般 千葉県

１級 浪花　崇 一般 和歌山県 大迫　彩菜 高校２年 神奈川県

準２級 高木　雅美 一般 武藤　銀ノ丞 高校２年 新潟県

準２級 高木　聖河 高校２年 安井　美結 高校２年 大阪府

４級 高木　梨海 中学校１年 本河　秀喜 一般 大分県

５級 富永　健太郎 一般 遠藤　志穂子 中学校２年 北海道

５級 富永　渉太 小学校６年 市村　泰基 中学校３年 青森県

５級 富永　涼太 中学校２年 小林　奏 中学校３年 茨城県

畔栁　裕太 一般 群馬県

望月　晶斗 中学校３年 埼玉県

山口　良雄 一般 東京都

谷　太陽 中学校１年 東京都

鎌田　千鶴 中学校３年 神奈川県

安士　勇輝 中学校３年 北海道

小川　優香里 中学校２年 千葉県

竹内　梨恵 中学校３年 東京都

難波　愛梨 中学校３年 兵庫県

池田　歩夢 中学校１年 奈良県

増田　瑞帆 中学校１年 奈良県

片岡　修一 一般 高知県

安留　悠 小学校６年 栃木県

塩原　遼大 小学校６年 長野県

塩野　成里 小学校６年 沖縄県

坂本　歩久美 小学校６年 宮城県

髙橋　陽介 小学校５年 神奈川県

川瀬　弘晟 小学校５年 愛知県

竹内　雄哉 小学校６年 京都府

４級

５級
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【受賞者一覧表の見方】

◎個人の「都道府県」「学年など」は、受検時のものを記載しておりますので、現在と異なる場合があります。

◎敬称は省略して表記しています。

公益財団法人 日本数学検定協会



添付資料 【個人情報につき、取扱注意】

（２）団体賞

（2-1）文部科学大臣賞

部門 学校・団体名 都道府県

高等教育 該当なし －

高等学校 兵庫県立大学附属高等学校 兵庫県

中学校 晃華学園中学校・高等学校 東京都

小学校 ノートルダム学院小学校 京都府

公教育団体 学校法人川越白ゆり幼稚園 埼玉県

一般団体 株式会社こどもクラブ 北海道

（2-2）金賞

部門 学校・団体名 都道府県

高等教育 該当なし －

北海道札幌英藍高等学校 北海道

近畿大学附属高等学校 大阪府

新田青雲中等教育学校 愛媛県

福岡県立久留米高等学校 福岡県

長崎日本大学中学・高等学校 長崎県

沖縄県立開邦高等学校 沖縄県

沖縄県立那覇国際高等学校 沖縄県

北海道教育大学附属札幌中学校 北海道

弘前大学教育学部附属中学校 青森県

八戸市立根城中学校 青森県

八戸市立三条中学校 青森県

泉崎村立泉崎中学校 福島県

茗溪学園中学校・高等学校 茨城県

下妻市立千代川中学校 茨城県

那須塩原市立日新中学校 栃木県

文星芸術大学附属中学校 栃木県

東京都立白鷗高等学校・附属中学校 東京都

富士見中学高等学校 東京都

大妻中学・高等学校 東京都

塩尻市立丘中学校 長野県

清水町立清水中学校 静岡県

中部大学春日丘中学校・高等学校 愛知県

岡崎市立城北中学校 愛知県

高浜市立高浜中学校 愛知県

岡崎市立葵中学校 愛知県

西大和学園中学校 奈良県

徳島市城西中学校 徳島県

三豊市立三野津中学校 香川県

大分県立大分豊府中学校 大分県

鵬翔中学校・高等学校 宮崎県

高等学校

中学校
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添付資料 【個人情報につき、取扱注意】

部門 学校・団体名 都道府県

新座市立陣屋小学校 埼玉県

三郷市立鷹野小学校 埼玉県

町田市立小山中央小学校 東京都

星美学園小学校 東京都

東京女学館小学校 東京都

日本大学藤沢小学校 神奈川県

岐阜聖徳学園大学附属小学校 岐阜県

学校法人名進研学園　名進研小学校 愛知県

京都女子大学附属小学校 京都府

立命館小学校（北大路キャンパス） 京都府

京都聖母学院小学校 京都府

香里ヌヴェール学院小学校 大阪府

尾道市立土堂小学校 広島県

なぎさ公園小学校 広島県

山鹿市立山鹿小学校 熊本県

公教育団体 該当なし －

株式会社　茨進 茨城県

株式会社　開倫塾 栃木県

佐々木塾 神奈川県

株式会社　成基 京都府

個別指導塾スタンダード 福岡県

株式会社　昴 鹿児島県

小学校

一般団体
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添付資料 【個人情報につき、取扱注意】

（２）団体賞

（2-3）生涯学習功労賞（数学教育指導者など）

都道府県 学校・団体名 氏名 都道府県 学校・団体名 氏名

北海道 北海道札幌英藍高等学校 輪島　隆司 鈴木　孝

田中　利則 鈴木　崇仁

𠮷田　武司 山﨑　啓行

愛媛県 新田青雲中等教育学校 竹林　慶太 中村　喜彦

福岡県 福岡県立久留米高等学校 向家　拓郎 小野　信行

渋谷　武 遠山　悟

守永　雄久 秋山　千佳

沖縄県 沖縄県立那覇国際高等学校 宮城　靖 横山　祐里香

關川　雅樹 猪狩　穏奈

古舘　佳代子 今泉　里望

山村　洋 津田　祥之

三浦　勝利 林　典樹

中野　大輔 高橋　美保

石岡　めぐみ 北海道 株式会社こどもクラブ 菊地　聡

瀬尾　翔椋 佐久間　和之

飯村　和子 河村　研人

松本　和樹 渡辺　裕子

柵山　英樹 添田　仁美

長岡　有紀 谷田貝　友紀

大石　雅美 徳田　進

東京都 富士見中学高等学校 斉藤　翔平 橋口　崇

東京都 大妻中学・高等学校 鈴木　翔子 有留　太一郎

岡　亮治 吉井　英俊

蓬萊　杉作 畑中　康輔

宮崎県 鵬翔中学校・高等学校 前田　裕毅 吉永　清太郎

石津　信義 末永　誠一郎

内村　勇介

増田　円

杉ノ原　朝美

五味　彩耶

坂井　佐奈栄

小松　俊保

岡村　佳宏

小林　永児

木俣　葉久美

伊神　武生

愛敬　崇洋

中上　千鶴

吉村　悠希

戸田　真代

香村　愛

平田　康訓

片山　和正

植村　友紀

岩城　賢三

與座　幹太

坂瀬　雅美

山本　宏

丸尾　こずえ

一色　裕亮

小澤　愉史

畑　実秀

川勝　康平

炭山　真衣

小渕　直子

紺田　幸広

大阪府 近畿大学附属高等学校

長崎日本大学中学・高等学校長崎県

なぎさ公園小学校広島県

愛知県

ノートルダム学院小学校京都府

京都聖母学院小学校京都府

鹿児島県 株式会社　昴

株式会社　開倫塾栃木県

学校法人名進研学園　名進研小学校

学校法人川越白ゆり幼稚園埼玉県

星美学園小学校東京都

岐阜聖徳学園大学附属小学校岐阜県

西大和学園中学校奈良県

文星芸術大学附属中学校栃木県

下妻市立千代川中学校茨城県

八戸市立根城中学校青森県

八戸市立三条中学校青森県
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