
令和４年度表彰（県、東北、全国高Ｐ連等） 

 

１ 山形県高等学校ＰＴＡ連合会関係 

（１）表彰状  ３６名（表彰規定一によるもの）【別記】 

（２）感謝状  ５名（表彰規定四によるもの） 

     県 会 長 布施 将英 （村山・山 形 西） 村山地区会長 

     県副会長 松澤 亨夫 （最北・神室産業） 最北地区会長 

県副会長 横山 歩御 （置賜・荒  砥） 置賜地区会長 

     県副会長 本多 康喜 （庄内・酒 田 西） 庄内地区会長 

     県副会長 芦埜 貴之 （村山Ｂ・谷 地） 

  

２ 東北地区高等学校ＰＴＡ連合会 

（１）表彰状（顕彰規定第２条によるもの） 

      県副会長 松澤 亨夫 （最北・神室産業） 県研修大会実行委員長 

（２）感謝状（顕彰規定第３条によるもの） 

県 会 長 布施 将英 （村山・山 形 西） 東北高Ｐ連・理事 

     県副会長 芦埜 貴之 （村山Ｂ・谷 地）  〃   ・進路対策委員 

県副会長 横山 歩御 （置賜・荒  砥）  〃   ・調査広報委員 

     県副会長 本多 康喜 （庄内・酒 田 西）  〃   ・健全育成委員 

 

３ 優良ＰＴＡ山形県教育委員会表彰 推薦（２校）  

     新庄南、庄内農業 各校ＰＴＡ 

 

４ 全国高等学校ＰＴＡ連合会  

 （１）全国大会会長表彰（個人） 

該当者なし 

（２）全国大会会長表彰（団体）……表彰規定第２条（２）によるもの 

     ※優良ＰＴＡ山形県教育委員会表彰推薦校のいずれか又は両校を推薦 

 （３）役員等表彰者（個人） 

県会長 布施 将英 

 

５ 広報誌コンクール  

   東北高Ｐ連広報紙コンクールへの推薦 （３校） 

置賜農業 、酒田西、山形商業 各校ＰＴＡ広報紙 

 



会長 副会長

1 山形東 永井　　毅 1年 2年 表彰状

2 山形南 － 該当者なし

3 山形西 布施　将英 1年 2年 感謝状 感謝状 表彰状 (県･地区)会長(東北)委員長

4 山形北 飯野　弘章 1年 2年 表彰状

5 山形工 長岡　尚志 1年 2年 表彰状 (県)監事

6 山形中央 和合　伸治 1年 2年 表彰状 (県)理事

7 霞城学園 － 該当者なし

8 上山明新館 木村　辰也 1年 2年 表彰状

9 天　童 高橋　哲也 1年 2年 表彰状 (県)理事

10 山　辺 髙橋　哲也 1年 2年 表彰状 (県)監事

11 寒河江 佐藤　和彦 1年 2年 表彰状

12 寒河江工 松田　伸一 1年 2年 表彰状

13 谷　地 芦埜　貴之 感謝状 感謝状 (県)副会長(東北)進路対策委員

14 左　沢 武田　貴浩 1年 2年 表彰状

15 市立商業 原田　大輔 1年 2年 表彰状 (県)理事

16 村山産業 金子　一志 1年 2年 表彰状 (県)理事

17 東桜学館 青柳　正則 1年 2年 表彰状

18 北村山 西塚　修悦 1年 2年 表彰状

19 新庄北　全 佐々木養記 1年 2年 表彰状

20 〃　最上校 笠原　孝志 1年 2年 表彰状

21 新庄南 八鍬　好人 1年 2年 表彰状

22 〃　金山校 須賀　清一 1年 2年 表彰状

23 新庄神室産 松澤　亨夫 1年 2年 感謝状 表彰状 (地区)会長(県)副会長

24 〃　真室川校 － 該当者なし

25 米沢興譲館 髙木　真也 1年 2年 表彰状

26 米沢東 中根　茂雄 1年 2年 表彰状

27 米沢工　全 伊藤　和弥 1年 2年 表彰状

28 　〃　　定 － 該当者なし

29 米沢商業 岩間　康裕 3年 表彰状

30 置賜農業 小林　俊一 1年 2年 表彰状

31 南　陽 菊地　雅章 1年 2年 表彰状

32 高　畠 長谷川海秀 1年 2年 表彰状

33 長　井 井上　純哉 1年 2年 表彰状

34 長井工業 遠藤　健志 1年 2年 表彰状

35 荒　砥 横山　歩御 1年 2年 感謝状 感謝状 (地区)会長(東北)調査広報委員

36 小　国 佐野　裕之 1年 2年 表彰状

37 鶴岡南 石井　裕樹 1年 2年 表彰状

38 〃　山添校 菅原　　博 1年 2年 表彰状

39 鶴岡北 山科　宏幸 1年 2年 表彰状

40 鶴岡工　全 佐藤　幸太 1年 2年 表彰状

41 　〃　　定 － 該当者なし

42 鶴岡中央 田村　広幸 1年 2年 表彰状

43 加茂水産 佐藤　祐樹 2年 1年 表彰状

44 庄内農業 仲川　徳和 1年 2年 表彰状 (県)理事

45 庄内総合 柿崎　　淳 1年 2年 表彰状

46 酒田東 － 該当者なし

47 酒田西（全定） 本多　康喜 1年 2年 感謝状 感謝状 (地区)会長(東北)健全育成委員

48 酒田光陵 佐藤　裕子 1年 2年 表彰状

49 遊佐 － 該当者なし
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