
≪第 37 回全日本中国語スピーチコンテスト全国大会 結果一覧≫ 

日 時 ：2020 年 1 月 12 日（日） 

会 場 ：東京・日中友好会館・地下大ホール 

主 催 ：（公社）日中友好協会 

後 援 ：外務省 文部科学省       読売新聞社 共同通信社  

（公財）国際文化フォーラム 中国大使館 中国教育部 

中日友好協会 人民中国雑誌社 

協 賛 ：全日本空輸㈱ 孔子学院本部/中国国家漢弁 

特別協力：(公財)日中友好会館 

協 力 ：日本国際貿易促進協会 （一財）日中文化交流協会 日中友好議員連盟  

（一財）日中経済協会 (一社)日中協会 

 

 

【高校生部門入賞者】                                          出場者 6 名 

 

 

【一般部門入賞者】                                            出場者 6 名 

 

 

【大学生部門入賞者】                                          出場者 10 名 

 

 

 

 

 

順位 都道府県 氏名 性別 所属

しらとり　ゆゆみ （日本語） 小さな幸せ

白鳥　悠悠美 （中国語） 小小的幸福

うちやま　るうか （日本語） 中国語で広がる友達の輪

内山　瑠胡花 （中国語） 学好汉语 广交朋友

えいはら　れいたろう （日本語） 一歩一歩、中国語を学び、誠心誠意、未来を築く

永原　黎太郎 （中国語） 一点一滴学中文，诚心诚意筑未来

千葉県 女 県立成田国際高等学校　3年

3 福井県 男 県立足羽高等学校　3年

演題

1 神奈川県 女 県立小田原高等学校　1年
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順位 都道府県 氏名 性別 所属

やま　まい （日本語） 日中友好の光

山　真以 （中国語） 中日友好的“耀眼之光”

まつき　ゆうか （日本語） 交流が時代をつなぐ社会へ

松木　裕花 （中国語） 理解万岁

たちはら　まなみ （日本語） 中国人の友だち

立原　真菜美 （中国語） 我的中国朋友

演題

2 山形県 女 公務員

3 茨城県 女 事務職

1 愛知県 女 公務員

順位 都道府県 氏名 性別 所属

かねつき　たくや （日本語） 経験からの悟り-日中友好への道-

鐘築　拓也 （中国語） 我的经历和感悟-日中友好之路-

まつなが　よしのり （日本語） 「天下一家」から見えてきた日中友好

松永　好徳 （中国語） 从“天下一家”看中日友好

たかしま　のぞみ （日本語） 素晴らしい思い出

高島　望 （中国語） 我的美好回忆

いとう　かなえ （日本語） 胡蝶の夢

伊藤　奏絵 （中国語） 蝴蝶之梦

くぼた　ひろき （日本語） 肌で感じた中国

久保田　拓樹 （中国語） 亲身感受到的中国

はぎわら　ゆうと （日本語） サッカーがもたらした出会い

萩原　悠斗 （中国語） 因为足球，我们相遇相知
6 千葉県

4 愛知県 女 愛知県立大学　4年

兵庫県 男 神戸市外国語大学　3年

2 奈良県 男 天理大学　4年

演題

男 城西国際大学　3年

5 長野県 男 国立長野工業高等専門学校  4年

3 大阪府 女 神戸市外国語大学　4年
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【朗読部門・入賞者】 

 

A…中学生・高校生の部  B…一般の部 C…大学生・大学院生の部 

 

 

【日中友好協会会長賞】…山 真以 

 

【後援・協力団体賞】 

文部科学大臣賞・中国大使賞  ・・・ 白鳥 悠悠美 

中国教育部賞            ・・・ 山 真以 

外務大臣賞              ・・・ 鐘築 拓也 

国際文化フォーラム賞       ・・・ 内山 瑠胡花 

人民中国雑誌社賞         ・・・ 立原 真菜美 

日本放送協会会長賞        ・・・ 松永 好徳 

共同通信社賞            ・・・ 永原 黎太郎 

読売新聞社賞            ・・・ 松木 裕花 

日中友好会館賞           ・・・ 高島 望 

中日友好協会賞           ･･･ 白鳥 悠悠美・山 真以・鐘築 拓也 

 

 

以上 

 

 

 

公益社団法人日本中国友好協会 

部 賞 都道府県 氏名 ふりがな 性別 所属

最優秀賞 福井県 大窪　綾香 おおくぼ　あやか 女 県立足羽高等学校　2年

優秀賞 宮城県 星　七姫子 ほし　ななこ 女 仙台育英学園高等学校

優秀賞 茨城県 池松　楊 いけまつ　よう 女 東洋大学附属牛久高等学校2年

最優秀賞 愛知県 比嘉　真二 ひが　しんじ 男 団体職員

優秀賞 長野県 伊藤　育子 いとう　いくこ 女 主婦

優秀賞 奈良県 中島　五彦 なかじま　いつひこ 男 無職

最優秀賞 兵庫県 松本　幸太郎 まつもと　こうたろう 男 神戸市外国語大学　1年

優秀賞 大阪府 木村　佳乃 きむら　けいの 女 摂南大学　1年

優秀賞 奈良県 田中　誠実 たなか　まさみ 男 天理大学　1年

A

B

C


