
住所変更される方
健康保険が変更になる方へ

　職場の健康保険と違い、国民健
康保険の手続きは自分でしなけれ
ばなりません。
　加入の届け出が遅れると、国民
健康保険税は国民健康保険加入資
格を得た月までさかのぼって納め
なければなりません。
　さらに、保険証がない場合、そ
の間の医療費は全額自己負担にな
ります。
　また、脱退の届け出が遅れると、
保険料（税）を二重に支払ってし
まうこともありますので、必ず異動
のあった日から14日以内に届け出
ましょう。

※１_国民年金の手続きも必要ですので、年金手帳をお持ちください。　▷担当　国保年金課 年金係（内線1255・1256）
※２_国保加入の手続きは健康保険などの資格喪失日以降になります。事前に届け出されても保険証をすぐに交付できない場合があり
　　 ますのでご了承ください。
※３_職場の保険証が未交付で、やむを得ず国保の保険証を使用して医療機関を受診される場合は、必ず医療機関の窓口で「健康　
　　 保険の切り替え手続き中であること」をお伝えください。職場の保険証が交付されたら、その医療機関にも届け出してください。

国民健康保険の手続き

　   チェックリスト

　    進学が決まったら
　国民健康保険に加入している方
が進学により平川市から他市区町
村へ住所を変更する場合は、学生
用保険証の手続きが必要です。

　転出届を提出したら、①学生であ
ることが証明できるもの（在学証明
書または学生証）、②国保の保険証
をお持ちのうえ、届け出をしてくだ
さい。

□他の市区町村から転入した（職場の健康保険等に加入していない場合） ※１
　加入の手続き→必要な物：他の市区町村の転出証明書、身分証明書、マイナンバーのわかるもの

□職場の健康保険などをやめた ※１※２
　加入の手続き→必要な物：職場の健康保険などをやめた証明書、マイナンバーのわかるもの

□職場の健康保険などの扶養から外れた ※１※２
　加入の手続き→必要な物：職場の健康保険などの扶養から外れた日が記載された証明書、　
　　　　　　　   マイナンバーのわかるもの

□他の市区町村へ転出する
　脱退の手続き→必要な物：保険証、身分証明書、マイナンバーのわかるもの

□職場の健康保険などに加入した ※３
　脱退の手続き→必要な物：国保と職場の両方の保険証、マイナンバーのわかるもの
　※職場の保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの。

□職場の健康保険などの扶養となった ※３
　脱退の手続き→必要な物：国保と職場の両方の保険証、マイナンバーのわかるもの
　※職場の保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの。

□住所・世帯主・氏名が変わった ※１
　その他の手続き→必要な物：保険証、身分証明書、マイナンバーのわかるもの

□世帯を合併・分離した 
　その他の手続き→必要な物：保険証、身分証明書、マイナンバーのわかるもの

□大学など進学のために、他市区町村へ転出する 
　その他の手続き→必要な物：保険証、身分証明書、在学証明書、マイナンバーのわかるもの

□保険証をなくした
　再発行の手続き→必要な物：身分証明書、印鑑、マイナンバーのわかるもの

□保険証を破損した
　再発行の手続き→必要な物：破損した保険証、印鑑、マイナンバーのわかるもの

[問合せ]　国保年金課　国保係　☎44-1111（内線1251・1252・1257）

●学生用保険証とは
　平川市に住所のない方は、原則として平川市の保険証を使うことができません。
しかし、特例として、就学を理由に住所を変更し、平川市にいる扶養義務者が生計
を維持している場合は、平川市が発行する学生用保険証を使うことができます。
※学生用保険証を使用できるのは「学生である期間」のみです。

●学生用保険証をお使いの方へ
　学生用保険証をお持ちの方が、卒業などにより学生でなくなる場合は、学生用保
険証を返却し、進路に応じた手続きをすることになります。また、進学などにより、
学生である期間が延長となる場合も手続きが必要となります。
　学生用保険証をお持ちの方がいる世帯には、手続きの案内通知を３月中にお送
りしますので、必要書類を確認のうえ、速やかに手続きをしてください。

国民健康保険の手続きを忘れていませんか？TOPICS
04

14日以内に届け出を
出しましょう。

　１つでも該当する方は、国保年
金課または尾上・碇ヶ関総合支所
市民生活課市民係で手続きをして
ください。
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新年度の準備はお済みですか？　各種手続きなどのおしらせ

表彰条例による表彰

功労表彰
●小野 敬子 (尾崎) …議会議員として永年にわたり地方自治の振

興に寄与された功績

善行表彰
●外川 三千雄 (小和森) …多額の金品を寄附され市民文化の向上

に寄与された功績

●長谷川 義榮 (神奈川県川崎市) …多額の金品を寄附され社会福

祉の発展に寄与された功績

●株式会社日本マイクロニクス (東京都武蔵野市) …多額の金品

を寄附され児童福祉の充実に寄与された功績

●清藤 盛正 (猿賀) …永年にわたり民生委員児童委員として活躍

され社会福祉の増進に尽くされた功績

●成田 昌平 (猿賀 )…永年にわたり民生委員児童委員として活躍

され社会福祉の増進に尽くされた功績

●齋藤 渉 (猿賀) …永年にわたり消防団員として従事され消防防

災活動に尽力された功績

●丹代 和樹 (新屋) …永年にわたり消防団員として従事され消防

防災活動に尽力された功績

●齋藤 亨 (猿賀) …永年にわたり消防団員として従事され消防防

災活動に尽力された功績

●工藤 憲男 (西野曽江) …稲作生産技術の向上に努められ平成

30年度大日本農会農事功績表彰において緑白綬有功章を受章し

農業振興の発展に寄与された功績

●青森県りんご協会広船りんご支会 (広船) …りんご生産技術の

向上に努められ平成30年度青森県りんご品評会団体の部におい

て農林水産大臣賞を受賞し全国に平川りんごの名声を高められ

た功績

●岩渕 聖 (原田) …りんご生産技術の向上に努められ平成30年

度青森県りんご品評会葉とらずの部において青森県知事賞を受

賞し全国に平川りんごの名声を高められた功績

教育委員会表彰規則による表彰

スポーツ表彰　※大会結果などは一部抜粋
●長尾 怜美 (竹館小) ／第１回小学生リードクライミング競技岸

和田大会岸和田CANCANカップ2018 女子JユースB(小学3・4

年生)…第2位

●尾崎 由杏 (柏木小) ／第19回東北ジュニアシングルスソフト

テニス大会小学4年生以下女子の部…第3位

●尾崎 花音 (柏木小) ／第18回全国小学生ソフトテニス大会青

森県予選会5年女子…第１位

●山賀 滉己 (平賀西中) ／第19回東北ジュニアシングルスソフ

トテニス大会中学2年生男子の部…第3位

●今井 きら (松崎小)、小山内 優 (小和森小)、中嶋 璃果 (平賀東

小)、佐々木 実花 (小和森小) ／第37回青森県小学生交流陸上競

技記録会小学女子4×100ｍリレー…第１位(大会新記録)

●田澤 柊翔 (松崎小) ／第34回全国小学生陸上競技交流大会青

森県選手選考会4年男子100ｍ…第1位

●對馬 煌河 (小和森小) ／第37回青森県小学生交流陸上競技記

録会小学男子200ｍ…第１位

●【平賀東小】工藤 優羽、須藤 愛心、工藤 夕奈、長尾 命、小笠

原 南美、吹田 美結、外川 華帆、水木 陽南子、八木橋  海愛、内

山 未来、佐藤 未空、外川 心晴／第32回全日本小学生男子・女

子ソフトボール大会青森県予選会…優勝

●小森 光稀 (金田小)、葛西 辰樹 (同)、佐藤 暖 (同)、工藤 小太

郎 (同 )、安田 陽喜 (同 )、飯田 悠心 (同 )、工藤 悠真 (同 )、一戸 

蒼士 (同)、西谷 天翔 (同)、小野 啓輔 (猿賀小)、須郷 水音 (同)、

須郷 天翔(同)、西谷 綴生(同)、寺嶋 琉聖(同)、天内 昊快(松崎小)

／第9回東奥日報社杯争奪兼第29回青森県少年サッカー新人大

会…優勝

●水木 洸 (平賀東小)、齋藤 玲壱 (金田小) ／第28回東北小学生

ソフトテニス選手権大会男子の部 ペア…第1位

２月９日、東京会館において平成30年度平川市表彰式が開催されました。
各分野で活躍された方々をご紹介します。

平川市表彰式
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平川市表彰式 平川市表彰式

●竹村 瑠稀愛 (小和森小) ／第19回東北ジュニアシングルスソ

フトテニス大会小学4年生以下女子の部…第１位 

●【猿賀小】松田 拳弥、松田 隼弥／第15回会長杯争奪市町村対

抗小学生ソフトテニス選手権大会男子団体…第1位

●長利 明歩 (金田小)、宮川 遼久 (同)、鳴海 獅苑 (猿賀小) ／第

15回会長杯争奪市町村対抗小学生ソフトテニス選手権大会男子

団体…第1位

●小野 美桜 (猿賀小) ／第7回青森県小学生ミックスダブルスソ

フトテニス大会4年以下ミックスダブルス…第1位 

●葛西 永輝 (金田小) ／第15回会長杯争奪市町村対抗小学生ソ

フトテニス選手権大会男子団体…第1位

●古川 麻椰（小和森小）、小川 凉音（同）、陣 万喜乃 (柏木小)

／第61回小学生・中学生全国空手道選手権大会団体戦小学生高

学年女子組手の部…準優勝

●齊藤 蓮 (平賀東小) ／第6回東北少年少女空手道選手権大会小

学3年生男子個人形…第2位

●佐藤 颯 (柏木小) ／第6回東北少年少女空手道選手権大会小学

3年生男子個人形…第3位

●船水 日和 (平賀西中) ／第47回東北地区空手道選手権大会中

学2年女子個人組手…第3位 

●齊藤 芯 (平賀東小) ／県民共済杯第27回日本空手協会青森県

空手道選手権大会小学4年男子組手…優勝

●澤田 心輝 (小和森小) …県民共済杯第27回日本空手協会青森

県空手道選手権大会小学低学年男子組手団体…優勝

●清藤 士希也 (金田小)、竹村 昂士 (平賀東小) ／県民共済杯第

27回日本空手協会青森県空手道選手権大会小学高学年男子形団

体…優勝

●齋藤 菜央 (平賀西中) ／県民共済杯第27回日本空手協会青森

県空手道選手権大会中学2年女子形…優勝

●船水 明莉 (青森明の星中) ／文部科学大臣杯第61回小学生・

中学生全国空手道選手権大会中学1年女子組手の部…敢闘賞

●成田 匠汰 (青森明の星中) ／第47回東北地区空手道選手権大

会中学2年生男子個人形…優勝 

●松本 粋 (小和森小) ／平成29年度青森県選抜少年空手道大会

小学1年男子個人形…優勝

●【平賀東中】芳賀 梨乃明、今井 小葉、小田桐 かのん、今井 瞳来、

長尾  柚彩、清水 皐、斉藤 日菜、田島 希来、白取 しゅう、山内 響、

秋田谷 采芽、對馬 彩巴、佐々木 清夏、中田 花／平成30年度東北

中学校体育大会第45回東北中学校 女子ソフトボール大会…第2位

●【平賀東中】外川 航太郎、山内 洸弥、原田 早瑠統、木村  宥心、

須藤 皓哉、後藤 天満、原田 祥吾、松原 舞波人、谷口 暖太、工

藤 樹、竹村 祥太、木村 翠琉、工藤 滉、外川 陽悠、佐藤 応友、

田中 一成、芳賀 風堂、中田 空、内山 琥太郎、比内 亭弥、葛西 

辰哉／水戸市長旗第8回東日本少年軟式野球大会…準優勝

●【尾上中】竹村 華瑠、成田 青空／第17回東北6県対抗中学生

インドアソフトテニス大会男子の部青森県チーム…第1位

●【尾上中】石澤 葵音、齋藤 琉壱、西谷 悠隼、小田桐 温大、棟

方 志優、井上 健太朗／第69回中学校体育大会夏季大会ソフト

テニス競技男子団体…第１位

●【碇ヶ関中】一戸 朔良、下山 優衣、小竹 凛花、成田 柚、一戸 

ひめ／第69回青森県中学校体育大会夏季大会 新体操女子団体

…第1位

●【尾上中】菅原 香春、佐藤 鈴華、桑田 咲美、駒井 彩未、小野 陽、

山口 愛永、西谷 姫奈、船木 理菜／平成30年度青森県中学校体

操競技・新体操選手権新人大会新体操女子団体…第1位 

●下山 莉央 (尾上中)、一戸 あかり（同）、高井 美風（同）、工

藤 梨里花（同）、島貫 菜々美（同）、葛西 優奈（同）、岩渕 有紗（平

賀西中）、對田 朋香（同）、菊池 ほのか（同）、芳賀 柚姫（同）、

小田桐 透愛（同）、加藤 なな実（同）／第18回全日本中学生女

子ソフトボール大会青森県予選会…第1位

●石澤 樹佳 (尾上中) ／第64回全日本中学校通信陸上競技大会

青森大会女子共通100ｍハードル…第1位

●三浦 海晴 (平賀西中) ／第62回青森県下中学校ソフトテニス

選手権大会個人戦…第1位

●【青森山田中学校】佐藤 旭、三橋 春希／第61回青森県中学校

サッカー秋季新人大会…第1位

●【弘前工業高校】須郷 裕也、高橋 凌／第30回秋季東北地区高

等学校軟式野球大会…優勝

●【青森明の星高校】葛西 真那杜、大川 蓮／第40回東北高等学

校空手道選手権大会男子団体組手…第1位

●工藤 聖蘭 (弘前中央高校) ／ＪＦＡ第15回全日本女子フット

サル選手権大会東北大会…優勝

●【弘前中央高校】山内 想、木村 殊望、福士 陽菜、山口 真奈／

第71回青森県高等学校総合体育大会ソフトボール競技…第1位

●齊藤 聖 (東奥義塾高校) ／第71回青森県高等学校総合体育大

会テニス競技男子団体…優勝

●大川 和 (東奥義塾高校) ／第26回東北高等学校新人水泳競技

大会女子200ｍ平泳ぎ…第3位

●武田 一斗 (弘前実業高校) ／第43回青森県高等学校新人陸上

競技対校選手権大会男子三段跳…第１位

●【弘前実業高校】木村 颯汰、樋口 颯士／第63回青森県高等学

校ソフトテニス新人大会男子団体…第1位

●木村 吏玖 (弘前実業高校) ／第53回青森県高等学校ソフトテ

ニスインドア大会男子個人…第１位

●水木 康太 (尾上総合高校) ／第68回青森県高等学校定通制総

合体育大会陸上競技男子4×100ｍリレー…第１位

●大湯 和磨 (尾上総合高校) ／第68回青森県高等学校定通制総

合体育大会バドミントン競技男子団体…第１位

●工藤 ひまわり (尾上総合高校) ／第68回青森県高等学校定通

制総合体育大会バドミントン競技女子団体…第１位

●成田 竜 (尾上総合高校) ／第68回青森県高等学校定通制総合

体育大会柔道競技男子団体…優勝

●【柴田女子高校】岩渕 春佳、齊藤 伶奈、中西 菜緒／平成30

年度青森県高等学校ソフトボール春季大会…第1位

●【柏木農業高校】滝本 桜、森 音々／第71回青森県高等学校

総合体育大会なぎなた競技女子演技競技…第1位

●菊池 拓海 (柏木農業高校) ／第71回青森県高等学校総合体育

大会ウエイトリフティング競技選手権大会男子85kg級…第1位

●三浦 マトイ (柏木農業高校) ／第71回青森県高等学校総合体

育大会ウエイトリフティング競技選手権大会105kg級…第1位

●萩原 舞士 (柏木農業高校) ／第71回青森県高等学校総合体育

大会ウエイトリフティング競技選手権大会+105kg級…第1位

●外川 峰大 (柏木農業高校) ／第71回青森県高等学校総合体育

大会ウエイトリフティング競技選手権大会男子77kg級…第1位

●後藤 巧 (柏木町)、鳴海 貴嗣 (本町)、福士 とく子 (苗生松)、二本

柳 あい子 (石畑)、齋藤 誠 (大坊)／第13回全日本シニアインディ

アカ大会…第2位

●後藤 日登美(柏木町)／第34回北海道・東北ブロックインディ

アカ大会シニア混合の部…第3位

●小山内 昭彦(大光寺)、小山内 俊彦(大光寺)、住吉 雅和(猿賀)、

三浦 勇 (石郷)、佐藤 眞一 (中佐渡)、古川 いく子 (平田森)、小

田切 康眞 (尾上) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会ゲート

ボール競技市の部…優勝

●下山 多三藏 (高木) ／平成29年度青森県選抜ボウリング選手

権大会…第1位

●七尾 深雪 (柏木町) ／平成30年度青森県社会人ボウリング選

手権大会…第1位

●藤田 敏彦 (大光寺) ／第26回春季青森県グラウンド・ゴルフ

交歓津軽地区大会…総合優勝

●佐藤 真 (光城) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会陸上競

技市の部男子B1500ｍ…第1位

●工藤 かれん (八幡崎) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会

陸上競技市の部女子A100ｍ…第1位

●葛西 光雄 (李平)、葛西 雄太 (李平)、松田 智行 (金屋) ／第

73回市町村対抗青森県民体育大会弓道競技市の部…第1位

●葛西 洋人 (町居)、工藤 晴貴 (四ツ屋)、工藤 将城 (四ツ屋)、

杉澤 貴幸 (大光寺)、小山内 郁弥 (南津軽郡田舎館村)、小山内 

信(柏木町)、櫛引 勇輝(町居)、櫛引 啓哉(町居)、瀧本 貴浩(新館)、

成田 恵介 (光城)、藤田 陸玖 (小和森)、山田 智也 (柏木町) ／高

松宮賜杯第62回全日本軟式野球大会青森県予選…優勝

●福士 千陽 (本町) ／第11回北部学生選手権水泳競技大会 50

ｍ自由形…第1位

●大川 翔太郎 (東奥学園高校) ／第41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県予選会高校1年生(15 ～

16歳区分)男子100ｍ背泳ぎ…第1位

●工藤 嵩也 (八戸工業大学第一高校) ／第58回青森県高等学校

新人選手権水泳競技大会男子400ｍ自由形…第1位

●岩渕 幸穂 (碇ヶ関) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会水

泳競技市の部男子50歳以上 50ｍ自由形…第1位

●吉川 悟史 (館山) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会水泳

競技市の部男子40歳以上50ｍバタフライ…第１位

●浅利 颯太 (南津軽郡田舎館村) ／第73回市町村対抗青森県民

体育大会ウエイトリフティング競技市の部77kg級…第1位

●工藤 慎 (小和森) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会ウエ

イトリフティング競技市の部85kg級…第1位

●中嶋 祐太 (本町) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会ウエ

イトリフティング競技市の部+105kg級…第1位

●滝本 正喜 (大光寺) ／第57回八戸市長杯争奪県下ソフトテニ

ス選手権大会シニア65・70男子ペア…第1位

文化奨励賞
●原田 夏緒 (金田小) ／第54回全日本書初め大展覧会公募の部

…日本武道館理事長賞

●對馬 愛佳 (松崎小) ／第64回全国少年新春書道展…特選

●長崎 未麗(黒石高校)、雪田 采音(聖愛高校)／第11回クムホ・

アシアナ杯「話してみよう韓国語」高校生大会韓国語スキット

部門…優秀賞

●工藤 チヱ (原) ／ＮＨＫ第19回全国短歌大会…特選

●【弘前実業高校】齊藤 理子、大里 ひとみ、澤田 知世、蒔苗 

衣桜、水木 未優…第31回全日本マーチングコンテスト東北大

会高等学校以上の部…金賞

●對馬 玄翔 (松崎小) ／第7回東奥児童書道展推奨…東奥日報

社長賞

●田村 朱瀬 (柏木小) ／第15回東奥少年少女文芸大会川柳の部

…天位

●葛葉 まりあ (弘前大学附属中) ／第31回青森県中学校選抜美

術展…青森県中学校教育研究会美術部会長賞

●成田 隆星 (浪岡養護学校) ／第24回全国特別支援学校文化祭

写真部門…優秀賞

●佐藤 那実(尾上中)／日本郵便第50回手紙作文コンクール「は

がき作文部門」…銅賞

●木村 瑞希 (弘前高校) ／第42回全国高等学校総合文化祭放送

部門朗読部門…優秀賞

●水口 元稀 (弘前東高校) ／第13回若年者ものづくり競技大会

ロボットソフト組込み部門…敢闘賞
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●竹村 瑠稀愛 (小和森小) ／第19回東北ジュニアシングルスソ

フトテニス大会小学4年生以下女子の部…第１位 

●【猿賀小】松田 拳弥、松田 隼弥／第15回会長杯争奪市町村対

抗小学生ソフトテニス選手権大会男子団体…第1位

●長利 明歩 (金田小)、宮川 遼久 (同)、鳴海 獅苑 (猿賀小) ／第

15回会長杯争奪市町村対抗小学生ソフトテニス選手権大会男子

団体…第1位

●小野 美桜 (猿賀小) ／第7回青森県小学生ミックスダブルスソ

フトテニス大会4年以下ミックスダブルス…第1位 

●葛西 永輝 (金田小) ／第15回会長杯争奪市町村対抗小学生ソ

フトテニス選手権大会男子団体…第1位

●古川 麻椰（小和森小）、小川 凉音（同）、陣 万喜乃 (柏木小)

／第61回小学生・中学生全国空手道選手権大会団体戦小学生高

学年女子組手の部…準優勝

●齊藤 蓮 (平賀東小) ／第6回東北少年少女空手道選手権大会小

学3年生男子個人形…第2位

●佐藤 颯 (柏木小) ／第6回東北少年少女空手道選手権大会小学

3年生男子個人形…第3位

●船水 日和 (平賀西中) ／第47回東北地区空手道選手権大会中

学2年女子個人組手…第3位 

●齊藤 芯 (平賀東小) ／県民共済杯第27回日本空手協会青森県

空手道選手権大会小学4年男子組手…優勝

●澤田 心輝 (小和森小) …県民共済杯第27回日本空手協会青森

県空手道選手権大会小学低学年男子組手団体…優勝

●清藤 士希也 (金田小)、竹村 昂士 (平賀東小) ／県民共済杯第

27回日本空手協会青森県空手道選手権大会小学高学年男子形団

体…優勝

●齋藤 菜央 (平賀西中) ／県民共済杯第27回日本空手協会青森

県空手道選手権大会中学2年女子形…優勝

●船水 明莉 (青森明の星中) ／文部科学大臣杯第61回小学生・

中学生全国空手道選手権大会中学1年女子組手の部…敢闘賞

●成田 匠汰 (青森明の星中) ／第47回東北地区空手道選手権大

会中学2年生男子個人形…優勝 

●松本 粋 (小和森小) ／平成29年度青森県選抜少年空手道大会

小学1年男子個人形…優勝

●【平賀東中】芳賀 梨乃明、今井 小葉、小田桐 かのん、今井 瞳来、

長尾  柚彩、清水 皐、斉藤 日菜、田島 希来、白取 しゅう、山内 響、

秋田谷 采芽、對馬 彩巴、佐々木 清夏、中田 花／平成30年度東北

中学校体育大会第45回東北中学校 女子ソフトボール大会…第2位

●【平賀東中】外川 航太郎、山内 洸弥、原田 早瑠統、木村  宥心、

須藤 皓哉、後藤 天満、原田 祥吾、松原 舞波人、谷口 暖太、工

藤 樹、竹村 祥太、木村 翠琉、工藤 滉、外川 陽悠、佐藤 応友、

田中 一成、芳賀 風堂、中田 空、内山 琥太郎、比内 亭弥、葛西 

辰哉／水戸市長旗第8回東日本少年軟式野球大会…準優勝

●【尾上中】竹村 華瑠、成田 青空／第17回東北6県対抗中学生

インドアソフトテニス大会男子の部青森県チーム…第1位

●【尾上中】石澤 葵音、齋藤 琉壱、西谷 悠隼、小田桐 温大、棟

方 志優、井上 健太朗／第69回中学校体育大会夏季大会ソフト

テニス競技男子団体…第１位

●【碇ヶ関中】一戸 朔良、下山 優衣、小竹 凛花、成田 柚、一戸 

ひめ／第69回青森県中学校体育大会夏季大会 新体操女子団体

…第1位

●【尾上中】菅原 香春、佐藤 鈴華、桑田 咲美、駒井 彩未、小野 陽、

山口 愛永、西谷 姫奈、船木 理菜／平成30年度青森県中学校体

操競技・新体操選手権新人大会新体操女子団体…第1位 

●下山 莉央 (尾上中)、一戸 あかり（同）、高井 美風（同）、工

藤 梨里花（同）、島貫 菜々美（同）、葛西 優奈（同）、岩渕 有紗（平

賀西中）、對田 朋香（同）、菊池 ほのか（同）、芳賀 柚姫（同）、

小田桐 透愛（同）、加藤 なな実（同）／第18回全日本中学生女

子ソフトボール大会青森県予選会…第1位

●石澤 樹佳 (尾上中) ／第64回全日本中学校通信陸上競技大会

青森大会女子共通100ｍハードル…第1位

●三浦 海晴 (平賀西中) ／第62回青森県下中学校ソフトテニス

選手権大会個人戦…第1位

●【青森山田中学校】佐藤 旭、三橋 春希／第61回青森県中学校

サッカー秋季新人大会…第1位

●【弘前工業高校】須郷 裕也、高橋 凌／第30回秋季東北地区高

等学校軟式野球大会…優勝

●【青森明の星高校】葛西 真那杜、大川 蓮／第40回東北高等学

校空手道選手権大会男子団体組手…第1位

●工藤 聖蘭 (弘前中央高校) ／ＪＦＡ第15回全日本女子フット

サル選手権大会東北大会…優勝

●【弘前中央高校】山内 想、木村 殊望、福士 陽菜、山口 真奈／

第71回青森県高等学校総合体育大会ソフトボール競技…第1位

●齊藤 聖 (東奥義塾高校) ／第71回青森県高等学校総合体育大

会テニス競技男子団体…優勝

●大川 和 (東奥義塾高校) ／第26回東北高等学校新人水泳競技

大会女子200ｍ平泳ぎ…第3位

●武田 一斗 (弘前実業高校) ／第43回青森県高等学校新人陸上

競技対校選手権大会男子三段跳…第１位

●【弘前実業高校】木村 颯汰、樋口 颯士／第63回青森県高等学

校ソフトテニス新人大会男子団体…第1位

●木村 吏玖 (弘前実業高校) ／第53回青森県高等学校ソフトテ

ニスインドア大会男子個人…第１位

●水木 康太 (尾上総合高校) ／第68回青森県高等学校定通制総

合体育大会陸上競技男子4×100ｍリレー…第１位

●大湯 和磨 (尾上総合高校) ／第68回青森県高等学校定通制総

合体育大会バドミントン競技男子団体…第１位

●工藤 ひまわり (尾上総合高校) ／第68回青森県高等学校定通

制総合体育大会バドミントン競技女子団体…第１位

●成田 竜 (尾上総合高校) ／第68回青森県高等学校定通制総合

体育大会柔道競技男子団体…優勝

●【柴田女子高校】岩渕 春佳、齊藤 伶奈、中西 菜緒／平成30

年度青森県高等学校ソフトボール春季大会…第1位

●【柏木農業高校】滝本 桜、森 音々／第71回青森県高等学校

総合体育大会なぎなた競技女子演技競技…第1位

●菊池 拓海 (柏木農業高校) ／第71回青森県高等学校総合体育

大会ウエイトリフティング競技選手権大会男子85kg級…第1位

●三浦 マトイ (柏木農業高校) ／第71回青森県高等学校総合体

育大会ウエイトリフティング競技選手権大会105kg級…第1位

●萩原 舞士 (柏木農業高校) ／第71回青森県高等学校総合体育

大会ウエイトリフティング競技選手権大会+105kg級…第1位

●外川 峰大 (柏木農業高校) ／第71回青森県高等学校総合体育

大会ウエイトリフティング競技選手権大会男子77kg級…第1位

●後藤 巧 (柏木町)、鳴海 貴嗣 (本町)、福士 とく子 (苗生松)、二本

柳 あい子 (石畑)、齋藤 誠 (大坊)／第13回全日本シニアインディ

アカ大会…第2位

●後藤 日登美(柏木町)／第34回北海道・東北ブロックインディ

アカ大会シニア混合の部…第3位

●小山内 昭彦(大光寺)、小山内 俊彦(大光寺)、住吉 雅和(猿賀)、

三浦 勇 (石郷)、佐藤 眞一 (中佐渡)、古川 いく子 (平田森)、小

田切 康眞 (尾上) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会ゲート

ボール競技市の部…優勝

●下山 多三藏 (高木) ／平成29年度青森県選抜ボウリング選手

権大会…第1位

●七尾 深雪 (柏木町) ／平成30年度青森県社会人ボウリング選

手権大会…第1位

●藤田 敏彦 (大光寺) ／第26回春季青森県グラウンド・ゴルフ

交歓津軽地区大会…総合優勝

●佐藤 真 (光城) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会陸上競

技市の部男子B1500ｍ…第1位

●工藤 かれん (八幡崎) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会

陸上競技市の部女子A100ｍ…第1位

●葛西 光雄 (李平)、葛西 雄太 (李平)、松田 智行 (金屋) ／第

73回市町村対抗青森県民体育大会弓道競技市の部…第1位

●葛西 洋人 (町居)、工藤 晴貴 (四ツ屋)、工藤 将城 (四ツ屋)、

杉澤 貴幸 (大光寺)、小山内 郁弥 (南津軽郡田舎館村)、小山内 

信(柏木町)、櫛引 勇輝(町居)、櫛引 啓哉(町居)、瀧本 貴浩(新館)、

成田 恵介 (光城)、藤田 陸玖 (小和森)、山田 智也 (柏木町) ／高

松宮賜杯第62回全日本軟式野球大会青森県予選…優勝

●福士 千陽 (本町) ／第11回北部学生選手権水泳競技大会 50

ｍ自由形…第1位

●大川 翔太郎 (東奥学園高校) ／第41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県予選会高校1年生(15 ～

16歳区分)男子100ｍ背泳ぎ…第1位

●工藤 嵩也 (八戸工業大学第一高校) ／第58回青森県高等学校

新人選手権水泳競技大会男子400ｍ自由形…第1位

●岩渕 幸穂 (碇ヶ関) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会水

泳競技市の部男子50歳以上 50ｍ自由形…第1位

●吉川 悟史 (館山) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会水泳

競技市の部男子40歳以上50ｍバタフライ…第１位

●浅利 颯太 (南津軽郡田舎館村) ／第73回市町村対抗青森県民

体育大会ウエイトリフティング競技市の部77kg級…第1位

●工藤 慎 (小和森) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会ウエ

イトリフティング競技市の部85kg級…第1位

●中嶋 祐太 (本町) ／第73回市町村対抗青森県民体育大会ウエ

イトリフティング競技市の部+105kg級…第1位

●滝本 正喜 (大光寺) ／第57回八戸市長杯争奪県下ソフトテニ

ス選手権大会シニア65・70男子ペア…第1位

文化奨励賞
●原田 夏緒 (金田小) ／第54回全日本書初め大展覧会公募の部

…日本武道館理事長賞

●對馬 愛佳 (松崎小) ／第64回全国少年新春書道展…特選

●長崎 未麗(黒石高校)、雪田 采音(聖愛高校)／第11回クムホ・

アシアナ杯「話してみよう韓国語」高校生大会韓国語スキット

部門…優秀賞

●工藤 チヱ (原) ／ＮＨＫ第19回全国短歌大会…特選

●【弘前実業高校】齊藤 理子、大里 ひとみ、澤田 知世、蒔苗 

衣桜、水木 未優…第31回全日本マーチングコンテスト東北大

会高等学校以上の部…金賞

●對馬 玄翔 (松崎小) ／第7回東奥児童書道展推奨…東奥日報

社長賞

●田村 朱瀬 (柏木小) ／第15回東奥少年少女文芸大会川柳の部

…天位

●葛葉 まりあ (弘前大学附属中) ／第31回青森県中学校選抜美

術展…青森県中学校教育研究会美術部会長賞

●成田 隆星 (浪岡養護学校) ／第24回全国特別支援学校文化祭

写真部門…優秀賞

●佐藤 那実(尾上中)／日本郵便第50回手紙作文コンクール「は

がき作文部門」…銅賞

●木村 瑞希 (弘前高校) ／第42回全国高等学校総合文化祭放送

部門朗読部門…優秀賞

●水口 元稀 (弘前東高校) ／第13回若年者ものづくり競技大会

ロボットソフト組込み部門…敢闘賞
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