
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 安良　　興 一般 京都府 藤野　耀基 大学２年 埼玉県

準１級 若杉　直音 中学校２年 大阪府 宮田　龍弥 大学２年 東京都

２   級 河野　壮真 小学校６年 愛知県 木村　祐太 一般 北海道

準２級 平沼　明晃 小学校５年 東京都 西家　将汰 高校１年 神奈川県

３   級 杉原　成飛 小学校６年 東京都 竹山　陽斗 高校１年 静岡県

４   級 竹井　誠志 小学校５年 宮城県 石川　稔規 一般 愛媛県

５   級 皆川　瑠花 小学校５年 静岡県 下久𠮷 祐貴 高校１年 広島県

簗田　　陽 高校２年 北海道

中野　　竜 中学校１年 東京都

（1-2）会長賞 中川  　衛 中学校１年 東京都

階級 氏名 学年など 都道府県 武　　陽太 中学校１年 神奈川県

準２級 加登谷 満 一般 茨城県 隂山　育睦 中学校１年 千葉県

稲田　隆司 一般 石川県

松浦　宗志 中学校１年 埼玉県

天河　龍佑 中学校１年 兵庫県

坂井 智寿子 一般 広島県

福地　真士 小学校５年 東京都

立脇　英子 一般 静岡県

村田 幸太郎 小学校５年 山口県

天野　桜都 小学校６年 東京都
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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】

（1-4）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

愛知県 愛知教育大学 神谷　良明 東京都 杉並区立方南小学校　学校支援本部 内山　晴雄

射手　　基 東京都 足立区立保木間小学校 開かれた学校づくり協議会 澤田　榮介

小原　裕司 鈴木　崇仁

瀧澤　正樹 鈴木　　孝

久保田　善之 山﨑　啓行

中村　　満 中村　喜彦

宮本　常徳 津田　祥之

秋山　拓也 林　　典樹

宇治　　貢 小畠　涼太

鈴木　香代子 木村　沙紀

野村　実佳 鈴木　咲紀

長尾　佳奈 白石　聡美

印鑰 昇明 吉井　理沙

神田　貴裕 髙橋　美保

橋口　俊洋 迫本　亜紀

西園　　直 岩佐　久美子

木原　　宏 小池　優子

松﨑　雄介 伊能　直人

東京都 明治大学　総合数理学部 鈴木　正明 酒井　理生

埼玉県 淑徳与野中学校・高等学校 佐藤　　宏 伴野　哲平

西村　幸峻 岡山県 早島町教育委員会 永原　慎太郎

西　　真 静岡県 ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー 沼津寿教室 森田　初枝

古谷　剛之 島　由利子

鈴木　秀夫 三輪　有平

岩田　慶彦 金沢　和恵

堀田　俊秀 猿田　衣織

柳田　暁子 相賀　里美

茨城県 つくば市立吾妻中学校 中田 　匡紀 秋山　和哉

藤井　園美 藤本　佳子

山下　大介 小谷　亜矢子

池内　康浩 佐藤　美由樹

守谷　裕介 八田　直紘

小林　　純 青木　純子

高橋　翔馬 次田　裕美子

宮城県 聖ドミニコ学院小学校 佐藤　快親 土井　実由

福岡県 福岡大学附属大濠中学校・高等学校 

東京都 高輪中学高等学校

和泉学舎　和泉書院 

岡山県 三鈴学園 
岡山県 倉敷市立東陽中学校 

愛媛県 今治明徳高等学校　矢田分校・今治明徳中学校

長野県 信州大学教育学部附属長野中学校 

北海道 キューピーキャッスル保育園 

鹿児島県

三重県

株式会社　昴

学校法人　川越白ゆり幼稚園 

昭島ナオミ保育園 

埼玉県

東京都
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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 愛知教育大学 愛知県

高等学校 高輪中学高等学校 東京都

中学校 信州大学教育学部附属長野中学校 長野県

小学校 香里ヌヴェール学院小学校 大阪府

公教育団体 キューピーキャッスル保育園 北海道

一般団体 株式会社　昴 鹿児島県

（2-2）金賞

部門 学校・団体名 都道府県

高等教育 明治大学　総合数理学部 東京都

淑徳与野中学校・高等学校 埼玉県

鎌倉女学院中学校・高等学校 神奈川県

同志社女子中学校・高等学校 京都府

福岡大学附属大濠中学校・高等学校 福岡県

つくば市立吾妻中学校 茨城県

倉敷市立玉島北中学校 岡山県

倉敷市立東陽中学校 岡山県

今治明徳高等学校　矢田分校・今治明徳中学校 愛媛県

聖ドミニコ学院小学校 宮城県

葛飾区立柴又小学校 東京都

杉並区立方南小学校　学校支援本部 東京都

足立区立保木間小学校 開かれた学校づくり協議会 東京都

茅野市立宮川小学校 長野県

中城村立津覇小学校 PTA 沖縄県

学校法人　川越白ゆり幼稚園 埼玉県

昭島ナオミ保育園 東京都

早島町教育委員会 岡山県

伸芽’Ｓクラブ学童 東京都

ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー 沼津寿教室 静岡県

和泉学舎　和泉書院 三重県

三鈴学園 岡山県

高等学校

一般団体

公教育団体

小学校

中学校
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