
平成 30年度東京都「Good Coach賞」被表彰者名簿 
１ 義務教育学校・中学校 

 学校名 職 名 氏 名 部活動 

1 中央区立日本橋中学校 主任教諭 渡邊 浩美 吹奏楽 

2 新宿区立落合第二中学校 主任教諭 一万田 裕美 吹奏楽 

3 文京区立第一中学校 主任教諭 平澤 圭 バドミントン 

4 台東区立駒形中学校 主幹教諭 羽山 好恵 バスケットボール 

5 江東区立深川第一中学校 主幹教諭 大塚 隆弘 バスケットボール 

6 江東区立深川第二中学校 主任教諭 小林 智子 吹奏楽 

7 江東区立深川第八中学校 主幹教諭 平野 富靖 女子ソフトテニス 

8 品川区立鈴ケ森中学校 主幹教諭 山田 泰子 吹奏楽・合唱 

9 品川区立荏原第一中学校 主任教諭 菊地 洋至 サッカー 

10 渋谷区立松濤中学校 主任教諭 安部 雄太 硬式テニス 

11 北区立王子桜中学校 教 諭 中山 俊 ラグビーフットボール 

12 荒川区立第四中学校 主幹教諭 野原 正樹 男子バレーボール 

13 荒川区立第五中学校 主任教諭 野田 智子 吹奏楽 

14 板橋区立板橋第一中学校 主幹教諭 田辺 則子 剣道 

15 練馬区立大泉西中学校 主任教諭 干野 京子 吹奏楽 

16 葛飾区立新小岩中学校 教 諭 梁川 大輝 サッカー 

17 江戸川区立小岩第三中学校 教 諭 関口 裕大 吹奏楽 

18 江戸川区立二之江中学校 主任教諭 藤代 透 男子・女子バスケットボール 

19 江戸川区立葛西第三中学校 主任教諭 仁平 貴士 男子・女子ハンドボール 

20 八王子市立打越中学校 主幹教諭 島岡 可郎 女子バレーボール 

21 武蔵野市立第四中学校 主幹教諭 宮鍋 武徳 陸上 

22 昭島市立清泉中学校 主任教諭 中里 和彦 陸上競技 

23 調布市立第四中学校 主幹教諭 長野 悟 男子バレーボール 

24 町田市立町田第一中学校 主幹教諭 福島 康夫 演劇 

25 町田市立つくし野中学校 教 諭 石川 安彦 剣道 

26 町田市立南中学校 教 諭 坂内 宏彰 男子・女子卓球 

27 小平市立小平第一中学校 主幹教諭 小野 定則 剣道 

28 小平市立小平第二中学校 主幹教諭 岩﨑 昌之 陸上競技 

29 小平市立小平第二中学校 主幹教諭 池上 大輔 陸上競技 

30 東村山市立東村山第三中学校 主任教諭 牛久 善生 女子バレーボール 

31 国分寺市立第一中学校 主任教諭 橋本 正博 女子バスケットボール 

32 国分寺市立第二中学校 主幹教諭 八木 義人 野球 

33 国分寺市立第三中学校 主幹教諭 木村 孝治 剣道 

34 福生市立福生第二中学校 主幹教諭 田中 洋介 女子バレーボール 
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 学校名 職 名 氏 名 部活動 

35 福生市立福生第二中学校 主任教諭 坂本 恵 女子バレーボール 

36 武蔵村山市立第三中学校 主幹教諭 石原 春彦 バドミントン 

37 西東京市立明保中学校 主幹教諭 小川 壮司 バドミントン 

38 瑞穂町立瑞穂中学校 教 諭 藤川 洋 吹奏楽 

39 瑞穂町立瑞穂第二中学校 教 諭 石田 安弘 男子・女子陸上競技 

 

２ 高等学校・中等教育学校 

 学校名 職 名 氏 名 部活動 

1 東京都立足立東高等学校 実習助手 鈴木 貫太郎 音楽館 

2 東京都立本所工業高等学校 主任教諭 益本 光章 陸上競技 

3 東京都立向丘高等学校 主幹教諭 阿部 匡彦 女子バレーボール 

4 東京都立浅草高等学校 主任教諭 柳澤 義浩 陸上 

5 東京都立荒川工業高等学校 主任教諭 鈴木 淳 ラグビー 

6 東京都立白鷗高等学校 主任教諭 吉識 晋二 吹奏楽 

7 東京都立三田高等学校 教 諭 野付 将貴 弓道 

8 東京都立墨田川高等学校 主幹教諭 佐々木 致道 剣道 

9 東京都立城東高等学校 主任教諭 笠井 秀二 サッカー 

10 東京都立小松川高等学校 教 諭 濱中 康平 ボート 

11 東京都立紅葉川高等学校 主任教諭 林 博文 陸上競技 

12 東京都立科学技術高等学校 主任教諭 金子 雅彦 科学研究 

13 東京都立桜修館中等教育学校 教 諭 真柴 拓哉 科学 

14 東京都立総合工科高等学校 主幹教諭 坂下 朋子 柔道 

15 東京都立目黒高等学校 主任教諭 阪本 健次 女子バスケットボール 

16 東京都立三鷹中等教育学校 主任教諭 鎭西 克延 男子バスケットボール 

17 東京都立八丈高等学校 主任教諭 湯田 雅也 女子バレーボール 

18 東京都立石神井高等学校 主任教諭 野口 友輔 ラグビーフットボール 

19 東京都立石神井高等学校 主任教諭 横山 創 サッカー 

20 東京都立中野工業高等学校 教 諭 吉本 治 化学研究 

21 東京都立稔ヶ丘高等学校 主任教諭 早川 央子 バドミントン 

22 東京都立町田高等学校 主任教諭 石川 浩一 美術 

23 東京都立農業高等学校 専修実習助手  伊東 孝明 園芸 

24 東京都立府中東高等学校 教 諭 原島 裕 ボクシング 

25 東京都立保谷高等学校 主任教諭 浜永 祐子 女子バスケットボール 

 

 

 

 

 



３ 特別支援学校 

 学校名 職  名 氏 名 部活動 

1 東京都立水元小合学園 主幹教諭 加部 務 バレーボール 

2 東京都立光明学園 教 諭 高山 真理子 陸上競技 

3 東京都立志村学園 主任教諭 小澤 通晴 サッカー 

4 東京都立志村学園 主任教諭 渡部 朱美 ミュージカル 

5 東京都立羽村特別支援学校 教 諭 岡本 雄一 球技 

6 東京都立村山特別支援学校 主任教諭 溜貝 浩志 スポーツ競技 

 

 


