
職員の表彰 

児童生徒の表彰

令和3年度 うるま市教育委員会表彰者一覧

所　属 個人名/団体名 役　職 功　績

1 南原小学校 國場　千賀子 教　諭
授業改善アドバイザーとして市内小学校の学力向上を推進し、

学校教育の進展に大きく貢献

2 彩橋小学校 佐久間　飛人 教　諭

総合的な学習で「海の豊かさ」を守ろうをテーマに地域学習・

環境教育に精力的に取り組み、児童のSDGｓへの理解を深め地

域の環境美化に大きく貢献

小学校3年生から野球部に所属し、日々の練習を懸命に取り組ん

でいる。「第140回沖縄県軟式野球うるま市ブロック大会」優

勝。ボランティア活動を積極的に行い、学校生活における自主

的な取り組みや生活面、学習面ともに他の模範となった。

4 2 勝連小学校 前堂　旬哉 児童生徒(小6)

2021全沖縄小学生学年別柔道大会において優勝するなど、各大

会で優秀な成績を収めている。学習態度、生活態度ともに良

く、他の模範となった。

所　属 個人名/団体名 役　職 功　績

3 1 宮森小学校 伊波　愛琉 児童生徒(小6)

6 4 勝連小学校 田中　美智香 児童生徒(小5)

2021全沖縄小学生学年別柔道大会において優勝するなど、各大

会で優秀な成績を収めている。学習態度、生活態度ともに良

く、他の児童の模範となった。

5 3 勝連小学校 新里　光煌 児童生徒(小6)

2021全沖縄小学生学年別柔道大会において3位入賞するなど、各

大会で優秀な成績を収めている。学習態度、生活態度ともに良

く、他の模範となった。

7 5 彩橋小学校 香村　心夏 児童生徒(小6)

・令和3年度　第37回若葉カップ沖縄県予選優勝（県代表）

・令和3年度　第41回琉球新報児童オリンピック大会（バドミン

トン）6年生以下ダブルス優勝



所　属 個人名/団体名 役　職 功　績

8 6 彩橋小学校 6年1組 児童生徒

総合的な学習でＳＤＧｓで掲げる「海の豊かさ」を守ろうを

テーマに「4島ピカピカクリーン大作戦」を実施、地域の人々を

動かし環境美化に取り組んだ。

10 8 あげな小学校 新屋　希帆 児童生徒(小6)

あらゆる物事において意欲的であり、低学年の頃からコンクー

ルや大会に積極的にチャレンジし、全沖縄児童生徒書初め展最

優秀賞の他、様々な賞を受賞。知・徳・体のどれにおいても学

校の模範となる様子が見られた。

9 7 川崎小学校 具志堅　乃々 児童生徒(小6）

小学校入学と同時に川崎タイガースへ入部、チームの優勝に貢

献し殊勲賞を受賞。その後昆布アトムズへ移籍、6年生で県外女

子野球選抜メンバーとして全国大会へ出場、ベスト16入りを果

たす。学習規律もよく、他の児童の模範となった。

12 10 田場小学校 児童会
6学年児童

(男子4人,女子4人)

毎朝の「あいさつ運動」に始まり、校内において積極的に全児

童を巻き込んだ自治活動を行い、「楽しい学校・行きたくなる

学校」づくりに大きく貢献した。

11 9 あげな小学校 金城　凜星 児童生徒(小6)

小学校低学年からピアノ、書道、一輪車競技に取り組み、特に

書道と一輪車競技では多様なコンクールや大会に出場、ツール

ドオキナワ第26回一輪車競技大会優勝の他、優秀な成績を収め

た。

14 12 高江洲小学校 喜納　花梨 児童生徒(小6)

同級生にヘアドネーションをした児童がおり、その子を見習い

病気の子のために髪を伸ばし、ヘアドネーションで寄付。学

習、生活態度もよく、マーチングバンドで全国大会へ出場する

など、他の模範となった。

13 11 高江洲小学校 志慶眞　心菜 児童生徒(小6)

同級生にヘアドネーションをした児童がおり、その子を見習い

病気の子のために髪を伸ばし、その髪をヘアドネーションで寄

付。学習、生活態度もよく、他の模範となった。

16 14 高江洲小学校 マーチング バンド部 児童生徒
マーチングバンド沖縄大会2021において金賞を受賞し、沖縄県

代表として全国大会に出場。

15 13 高江洲小学校
男子ミニバスケット

ボール部
児童生徒

中頭地区ミニバスケットボール春季大会優勝、第44回 沖縄県ミ

ニバスケットボール夏季大会において優勝し、九州大会派遣を

勝ち取った。



所　属 個人名/団体名 役　職 功　績

18 16 高江洲小学校 屋宜　真奈 児童生徒(小6)

第18回浦添市市長杯争奪小学生ハンドボール大会兼第42回九州

小学生親善ハンドボール大会県予選で優勝し、九州大会(第42回

九州小学生親善ハンドボール大会)へ出場。

17 15 高江洲小学校 宮里　紗生 児童生徒(小6)

第41回新報児童オリンピック大会 バドミントン6年生以下女子ダ

ブルス第3位、全九州小学生バドミントン大会に県代表として出

場した。

20 18 伊波中学校 池田　侑乃 児童生徒(中3)

生徒会副会長を務め、生徒会長と共に全校生徒をリードし学校

をまとめた。また、各種水泳競技大会で顕著な成績を収め、学

校生活においても真面目に取り組み、他の模範となった。

19 17 伊波中学校 根路銘　二来維 児童生徒(中3)

野球部キャプテンとしてチームをまとめ、第37回全日本少年軟

式野球大会沖縄県予選大会で8年ぶり3度目の優勝に導き、全国

大会へ出場。生徒会長としても学校をまとめ、他の模範となっ

た。

22 20 具志川中学校 戸谷　浩徳 児童生徒(中3)

向上心を持って日々の練習に取り組み、今年度の中学校陸上競

技県大会110ｍＨにおいて全て優勝し、九州・全国大会への出場

を果たした。

21 19 与勝中学校 外間　勝結 児童生徒(中3)

陸上競技砲丸投げ及び円盤投げにおいて県内各大会で全て1位、

全国大会でもトップクラスの成績を収め、全国の中学生競技者

の模範となった。

24 22 具志川中学校 吹奏楽部 児童生徒

沖縄県吹奏楽コンクール金賞、第34回マーチングイン沖縄2021

全国大会選考部門マーチングバンド編制において金賞を受賞

し、全国大会へ出場した。

23 21 具志川中学校 平良　夢華 児童生徒(中3)

YFA第26回九州Ｕ-15女子サッカー選手権大会優勝、YFA第25回

九州Ｕ-18女子サッカー選手権大会沖縄県予選優勝するなど、

様々な大会で優秀な成績を収めた。

25 23 高江洲中学校 田浦　悠羽 児童生徒(中3)

中学校3年間で、県民体育大会や県中学校体育大会等で新記録で

優勝するなど活躍し、九州、全国大会にも出場。文武両道の精

神で取り組んだ。



所　属 個人名/団体名 役　職 功　績

26 24 具志川東中学校 女子硬式テニス部 児童生徒
沖縄県中学校体育連盟主催女子硬式テニス競技大会において優

勝し、4連覇を達成。

28 26 具志川東中学校 山﨑　海音 児童生徒(中3)

令和3年度沖縄県中学校体育連盟主催体操競技大会において個人

総合優勝、種目別でもあん馬、跳馬、鉄棒、ゆかで優勝を達

成。九州大会でも個人総合3位となり全国大会出場した。

27 25 具志川東中学校 女子バレーボール部 児童生徒
令和3年度沖縄県中学校体育連盟主催女子バレーボール競技大会

において初優勝を達成。

30 28 彩橋中学校 平　来喜 児童生徒(中3)

令和3年度全日本ジュニア選手権大会 沖縄県代表選考会 ジュニ

アの部 男子シングルス優勝。バドミントン部ではキャプテン、

生徒会では会長を務め、他の模範となった。

29 27 彩橋中学校 男子バドミントン部 児童生徒

令和3年度沖縄県中学校総合体育大会バドミントン競技「男子団

体の部」 優勝、令和3年度第23回沖縄県中学校選手権大会「男子

団体の部」 優勝。

32 30 兼原小学校 仲座　志音 児童生徒(小2)

第17回沖縄県少年少女空手道選手権大会2年女子形の部優勝、第

21回全日本少年少女空手道選手権大会2年女子形の部7位入賞と

なるなど、優秀な成績を収めた。

31 29 兼原小学校 瑞慶山　千寿 児童生徒(小4)
各地区大会を勝ち上がり、第21回全日本少年少女空手道選手権

大会4年女子形の部で優勝、全国大会で栄冠を勝ち取った。



学校、教育関係団体及び個人

安全登校指導や学習支援、土曜日や夏休み等に「子ども食堂」

を運営するなど、長年にわたり地域の児童生徒の健全育成に尽

力した。

34 2 高江洲小学校 喜屋武　和子
地域学校協働

活動推進員

長年にわたり、地域コーディネーターとして子ども達のために

クラブ講師や読み聞かせ等各種ボランティアを地域人材から発

掘し、児童生徒の健全育成に尽力した。

所　属 個人名/団体名 役　職 功　績

33 1 伊波小学校 通事　美穂子 青少年支援員

36 4

南原小学校

(勝連城復活

プロジェクト)

辻村　栄輔 プロジェクトリーダー

勝連城復活プロジェクトを通して数々の取り組みを行い、児童

の地域への興味関心や誇りを高め、学校活動及び地域発展に貢

献した。

35 3 田場小学校 座間味　園美
地域学校協働

活動推進員

20年以上にわたり運動会に向けた高学年へのエイサーの指導に

尽力し、学校教育の充実に貢献した。

38 6
医療法人灯信会

石川医院
石川　隆夫 学校医

学校医として学校保健活動ならびに児童生徒の疾病予防に尽力

し、平成9年から現在まで24年間、学校保健活動に貢献。

・平成9年4月  伊波中学校(現在まで)

37 5
医療法人真愛会

伊佐整形外科
伊佐　眞 学校医

学校医として学校保健活動ならびに児童生徒の疾病予防に尽力

し、平成6年から現在まで約27年間、学校保健活動に貢献。

・平成6年4月  平安座小中、伊計小中、宮城小中、桃原小、

　比嘉小学校(平成24年3月まで)

・平成24年4月 彩橋小中学校(現在まで)

40 8 沖縄県薬剤師会 笠原　大吾 学校薬剤師

学校薬剤師として学校環境衛生の改善に尽力し、平成18年4月か

ら現在まで15年間、学校保健活動の向上に貢献。

・平成18年4月 勝連幼稚園、勝連小学校(現在まで)

39 7 沖縄県薬剤師会 米倉　美帆 学校薬剤師

学校薬剤師として学校環境衛生の改善に尽力し、平成19年4月か

ら現在まで14年間、学校保健活動の向上に貢献。

・平成19年4月 田場幼稚園、田場小学校(現在まで)



所　属 個人名/団体名 役　職 功　績

42 10 教育支援センター 又吉　弘 青少年指導員
合併以前から令和2年度までの間、長年にわたり青少年指導員と

して夜間街頭指導を行い、青少年の健全人材育成に尽力。

41 9 しおみ歯科医院 澤田　直則 学校歯科医

学校歯科医として口腔保健衛生の正しい知識と普及活動に尽力

し、平成13年から現在まで20年間、歯科保健活動の向上に貢

献。

・平成13年 与勝中学校(現在まで)

・平成15年 与那城小学校(令和2年まで)

44 12

静岡産業大学

(ケンケン体操

クラブ出身)

又吉　健斗 大学生

2012年からタンブリング・ダブルミニトランポリン競技におい

て日本代表に選出されるなど様々な大会で活躍。第19回全日本

タンブリング・ダブルミニトランポリン競技選手権大会で国内

最高点で日本一に輝き、世界大会に出場した。

43 11 うるま市体育協会 山城　貞雄

市体育協会顧問

市スポーツ推進

審議会会長

平成19年4月から令和2年3月まで市体育協会会長の職を13年間務

め、本市のスポーツの競技力向上に尽力。またスポーツ施策の

作りこみや評価へも積極的に関与し、本市のスポーツの振興発

展に貢献した。


