
１　表彰基準（１）地道な活動を継続的に行い、他の児童・生徒等の範となる者

種別 学校名 学年 氏名・団体名

個人 品川区立小山台小学校 小６ 飯野　波音

個人 杉並区立杉並第八小学校 小６ 西前　秀星

個人 武蔵野市立第二小学校 小６ 北嘉多　莉歩

個人 小平市立学園東小学校 小６ 乗冨　　蘭

個人 中野区立第四中学校 中３ 大塚　詞心

個人 葛飾区立水元中学校 中３ 加藤　総司

個人 小平市立小平第四中学校 中３ 勝　くるみ

個人 東京都立深沢高等学校 高３ 尾形　凌

個人 東京都立上野高等学校 高３ 矢嶋　優奈

個人 東京都立つばさ総合高等学校 高３ 木田　めぐみ

個人 東京都立駒場高等学校 高３ 安田　美樹

個人 東京都立駒場高等学校 高３ 冨永　雄太郎

個人 東京都立新島高等学校 高３ 宮川　侑人

個人 東京都立田柄高等学校 高３ 澤田　美穂

個人 東京都立武蔵村山高等学校 高２ 櫻井　明日香

個人 東京都立福生高等学校 高２ 加藤　陽菜

個人 東京都立三鷹中等教育学校 中等３ 岡本　茜

個人 東京都立三鷹中等教育学校 中等３ 廣庭　皓太

個人 東京都立三鷹中等教育学校 中等５ 宮下　青生

個人 東京都立南多摩中等教育学校 中等２ 小國　由梨奈

個人 東京都立南多摩中等教育学校 中等６ 遠藤　早緒里

個人 東京都立水元小合学園 高３ 塙　優太郎

組 東京都立農産高等学校 高１ 中野　清

組 東京都立農産高等学校 高２ 松木　真央

組 東京都立農産高等学校 高２ 飯笹　喜愛

組 東京都立農産高等学校 高３ 吉川　優希

＊表彰内容が平成30年12月から平成31年３月までのものは、平成30年度の所属・学年で記載している。

令和元年度 東京都教育委員会児童・生徒等表彰 被表彰者名簿

別添
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組 東京都立農産高等学校 高４ 清水  岳斗

組 東京都立農産高等学校 高４ 中山　志帆

組 東京都立日野台高等学校 高２ 上村　千夏

組 東京都立日野台高等学校 高２ 中村　百花

組 東京都立小石川中等教育学校 中等６ 小川　広水

組 東京都立小石川中等教育学校 中等６ 山名　琢翔

組 東京都立三鷹中等教育学校 中等４ 小西　姫奈

組 東京都立三鷹中等教育学校 中等４ 山森　啓貴

組 東京都立三鷹中等教育学校 中等４ 松沼　千晴

組 東京都立三鷹中等教育学校 中等４ 菊谷　幸希

組 東京都立三鷹中等教育学校 中等３ 加藤　壮真

組 東京都立三鷹中等教育学校 中等２ 千葉　匠

組 東京都立三鷹中等教育学校 中等２ 坂本　相庚

組 東京都立三鷹中等教育学校 中等６ 梅澤　希

組 東京都立南多摩中等教育学校 中等２ 前田　拓海

組 東京都立南多摩中等教育学校 中等２ 潮  さくら

団体
町田市立木曽中学校

吹奏楽部

団体
東京都立稔ヶ丘高等学校

手話部

団体
東京都立桜修館中等教育学校

科学部

団体
東京都立南多摩中等教育学校

グローバル問題研究会

町田市立木曽中学校

東京都立稔ヶ丘高等学校

東京都立桜修館中等教育学校

東京都立南多摩中等教育学校
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種別 学校名 学年 氏名・団体名

個人 品川区立平塚幼稚園 年長 越後　糸

個人 品川区立八潮わかば幼稚園 年長 末森　歩

個人 江東区立明治小学校 小３ 熊谷　毬太

個人 荒川区立南千住第二中学校 中２ 浅野　　凪

個人 武蔵村山市立第三中学校 中３ 峰岸　佳穂

個人 東京都立荒川商業高等学校 高３ 宇髙　光

個人 東京都立大崎高等学校 高３ 濱本　純玲

個人 東京都立大崎高等学校 高３ 檜木　礼

個人 東京都立井草高等学校 高３ 渡辺　さくら

個人 東京都立日野高等学校 高３ 豊田　芽衣

個人 東京都立多摩工業高等学校 高２ 𠮷田　波翔

個人 東京都立多摩工業高等学校 高３ 根間　裕太

個人 東京都立小平南高等学校 高３ 田中　周子

個人 東京都立小石川中等教育学校 中等５ 山田　彩斗

個人 東京都立南多摩中等教育学校 中等６ 黒部　睦

個人 東京都立南大沢学園 高３ 小杉　友治

組 東京都立八丈高等学校 高３ 大澤　あかり

組 東京都立八丈高等学校 高３ 小宮山　久瑠美

組 東京都立八丈高等学校 高２ 加藤　仁

組 東京都立八丈高等学校 高２ 鈴木　優花

組 東京都立大泉高等学校 高２ 岩野　志織

組 東京都立大泉高等学校 高２ 川上　愛結

組 東京都立大泉高等学校 高２ 福島　明香利

組 東京都立大泉高等学校 高２ 片岡　涼介

団体
品川区立鈴ケ森中学校

ステップアップ　音楽

団体
府中市立府中第二中学校

ラグビー部

団体
東京都立大泉高等学校

合唱部

団体
東京都立清瀬高等学校
女子バスケットボール部

団体
東京都立東久留米総合高等学校

男子サッカー部

品川区立鈴ケ森中学校

府中市立府中第二中学校

東京都立大泉高等学校

東京都立清瀬高等学校

東京都立東久留米総合高等学校

２　表彰基準（２）当該児童・生徒等が行った活動が契機となり、その効果が波及し、
    他の児童・生徒等の具体的な行動や取組に良い影響を与えた者
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種別 学校名 学年 氏名・団体名

個人 足立区立西伊興小学校 小５ 北川　悠翔

個人 東村山市立秋津小学校 小６ 中嶋　鼓乃和

個人 青梅市立新町中学校 中３ 篠宮　佐和

個人 青梅市立新町中学校 中３ 中村　碧

個人 町田市立堺中学校 中２ 齋藤　碧

個人 東久留米市立東中学校 中３ 吉田　時雲

個人 東京都立千歳丘高等学校 高３ 藤田　晃成

個人 東京都立練馬高等学校 高３ 橋本　勝利

個人 東京都立福生高等学校 高３ 織田　蒼龍

個人 東京都立福生高等学校 高４ 望月　達也

組 青梅市立河辺小学校 小６ 丸山　友希

組 青梅市立河辺小学校 小４ 丸山　大希

組 町田市立忠生小学校 小６ 柴崎　乃々葉

組 町田市立小山田南小学校 小６ 鎌田　美徳

組 東京都立東久留米総合高等学校 高３ 西脇　史顕

組 東京都立東久留米総合高等学校 高３ 伊藤　恵音

団体

団体

団体
東京都立八潮高等学校

生徒会

団体
東京都立蒲田高等学校

生徒会

団体
東京都立富士高等学校

茶道部

団体
東京都立園芸高等学校
三宅島緑化プロジェクト

団体
東京都立第五商業高等学校

ボランティア部

団体
東京都立保谷高等学校

水泳部

団体
東京都立八王子特別支援学校

和太鼓部

東京都立園芸高等学校

東京都立第五商業高等学校

東京都立保谷高等学校

東京都立八王子特別支援学校

利島村立利島小学校
利島村立利島小中学校

児童・生徒会
利島村立利島中学校

東京都立八潮高等学校

東京都立蒲田高等学校

東京都立富士高等学校

３　表彰基準（３）環境美化活動や福祉活動、伝統・文化の継承活動、奉仕活動、子供会等、
　　地域における活動を継続的に実践した者
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種別 学校名 学年 氏名・団体名

個人 港区立麻布小学校 小６ イ　サシャ　ユンス

個人 新宿区立東戸山小学校 小６ 遠田　直季

個人 新宿区立東戸山小学校 小６ 品玉　あきら

個人 江東区立元加賀小学校 小２＊ 米井　咲絢

個人 品川区立第二延山小学校 小６ 神山　宏正

個人 大田区立西六郷小学校 小４＊ 佐々木　一磨

個人 大田区立西六郷小学校 小２＊ 佐々木　利緒

個人 世田谷区立太子堂小学校 小３ 北野　聡一朗

個人 世田谷区立世田谷小学校 小３ 仁平　大真

個人 世田谷区立希望丘小学校 小４ 別所　優月

個人 中野区立中野本郷小学校 小４ 友末　旬真

個人 中野区立桃花小学校 小１ 石館　実子

個人 杉並区立杉並第二小学校 小５＊ 河井　慈杏

個人 荒川区立瑞光小学校 小４ 羽石　祐丹

個人 板橋区立大谷口小学校 小５＊ 田中　伶奈

個人 練馬区立中村小学校 小５ 畠山　裕登

個人 練馬区立谷原小学校 小６ 大久保　暁人

個人 練馬区立旭町小学校 小２ 西野　沙良

個人 練馬区立高松小学校 小６ 大岩　真海羽

個人 練馬区立田柄第二小学校 小６ 高橋　明里

個人 練馬区立石神井小学校 小４ 塩谷　聖人

個人 練馬区立大泉東小学校 小２＊ 柳澤　あかり

個人 足立区立西新井小学校 小６ 松村　華乃音

個人 足立区立西新井小学校 小４ 刈込　和花

個人 江戸川区立北小岩小学校 小２ 橋本　希一

個人 八王子市立元八王子小学校 小５ 北島　侑紗

個人 青梅市立第四小学校 小４＊ 藤倉　真央

個人 町田市立小山小学校 小５ 金井　亜緒依

個人 小金井市立小金井第二小学校 小５ 島田　麻央

個人 小平市立小平第六小学校 小４ 皆川　恵茉

４　表彰基準（４）スポーツ・文化活動において著しい成果を上げた者
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個人 国立市立国立第七小学校 小６ 神尾　朱理

個人 福生市立福生第一小学校 小５＊ 竹本　悟士

個人 多摩市立多摩第二小学校 小６＊ 矢島　聖蘭

個人 稲城市立城山小学校 小２＊ 安東　万紘

個人 瑞穂町立瑞穂第三小学校 小３ 堀澤　橙

個人 墨田区立両国中学校 中１＊ 中板　清乃

個人 江東区立深川第三中学校 中３ 有川　萌結

個人 大田区立大森第六中学校 中３ 菊地　優太

個人 渋谷区立松濤中学校 中２ 石井　さやか

個人 杉並区立阿佐ヶ谷中学校 中３ 大澤　翔馬

個人 杉並区立井荻中学校 中３ 森　香樹

個人 杉並区立和田中学校 中３ 片山　大地

個人 北区立田端中学校 中２＊ 清水　あみ

個人 練馬区立八坂中学校 中２ 清水　蔵之介

個人 練馬区立光が丘第三中学校 中１＊ 小俣　史温

個人 足立区立第四中学校 中３ 山中　優空

個人 葛飾区立葛美中学校 中３ 和田　桃李

個人 江戸川区立松江第五中学校 中２ 國分　悠斗

個人 江戸川区立篠崎中学校 中１ 五十嵐　瑞希

個人 江戸川区立篠崎中学校 中３ 鷲尾　夏希

個人 八王子市立第四中学校 中３ 須永　光輝

個人 八王子市立椚田中学校 中３ 伊勢　風雅

個人 八王子市立中山中学校 中３ 岡村　梨香

個人 八王子市立別所中学校 中３ 後藤　隼星

個人 青梅市立第三中学校 中１ 出口　結子

個人 青梅市立霞台中学校 中２＊ 虻川　幸華

個人 青梅市立霞台中学校 中２＊ 亀井　理央

個人 町田市立金井中学校 中１＊ 森田　康介

個人 東京都立足立新田高等学校 高１ 伊藤　魁晟

個人 東京都立足立新田高等学校 高２ 園田　稚

個人 東京都立足立新田高等学校 高３ 大塩　勇斗

個人 東京都立足立新田高等学校 高２ 渡邉　麻央
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個人 東京都立葛飾野高等学校 高２＊ 山田　美宇

個人 東京都立六本木高等学校 高２ 菊池　喬

個人 東京都立新宿山吹高等学校 高※ 岡　祐希

個人 東京都立荻窪高等学校 高３ 尾畑　ひとみ

個人 東京都立江戸川高等学校 高１ 佐伯　まりな

個人 東京都立松原高等学校 高４ 海老澤　厚

個人 東京都立国際高等学校 高２＊ 平　真央

個人 東京都立総合芸術高等学校 高２ 中田　未空

個人 東京都立大島高等学校 高２ 川島　星菜

個人 東京都立文京高等学校 高３ 小俣　靖二朗

個人 東京都立王子総合高等学校 高２ 松本　龍

個人 東京都立多摩高等学校 高３ 瀧口　将矢

個人 東京都立小石川中等教育学校 中等６ 増井　真那

個人 東京都立小石川中等教育学校 中等３ 木下　愛

個人 東京都立小石川中等教育学校 中等５ 花田　凜

個人 東京都立三鷹中等教育学校 中等３＊ 横田　育夢

個人 東京都立南多摩中等教育学校 中等１＊ 野口　夏葉

個人 東京都立中野特別支援学校 高２＊ 八木　利郎

個人 東京都立志村学園 中３ 池田　健

個人 東京都立文京盲学校 専３ 江尻　弓

個人 東京都立八王子盲学校 高２ 菊島　宙

個人 東京都立八王子盲学校 小５ 矢部　菜央

組 杉並区立天沼小学校 小５ 桑原　樹

組 杉並区立天沼小学校 小３ 桑原　多喜

組 杉並区立天沼小学校 小３ 栁原　咲輝

組 新宿区立戸山小学校 小５ 西川　慶太

組 杉並区立馬橋小学校 小６ 寺田　直人

組 杉並区立天沼小学校 小４ 仲村　悠

組 板橋区立北野小学校 小６ 佐々木　綾星

組 杉並区立杉並第一小学校 小４ 神保　太陽

組 中野区立桃園第二小学校 小６ 森居　義仁

　※　無学年制の学校は、学年の記載なし
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組 中野区立平和の森小学校 小６ 永井　康晴

組 江戸川区立南小岩小学校 小６ 瀧本　和也

組 小金井市立前原小学校 小５ 野口　智壮

組 西東京市立向台小学校 小６ 楓　淳道

組 西東京市立向台小学校 小４ 楓　泰徳

組 葛飾区立原田小学校 小３ 白濱　碧太

組 足立区立足立小学校 小５ 菊池　有

組 葛飾区立花の木小学校 小５ 鳥山　雄生

組 青梅市立河辺小学校 小４＊ 下川　璃久

組 青梅市立吹上小学校 小４＊ 渡邉　悠至

組 千代田区立麹町小学校 小３＊ 栖原　悠河

組 台東区立金曾木小学校 小３＊ 松村　陽太

組 江東区立明治小学校 小３＊ 赤澤　正翔

組 調布市立杉森小学校 小３＊ 森　哉太

組 小平市立小平第二小学校 小３＊ 北原　蒼巳

組 世田谷区立希望丘小学校 小３＊ 奥野　優貴

組 中野区立江古田小学校 小３＊ 徳弘　修三

組 杉並区立高井戸第三小学校 小１＊ 福谷　英大

組 練馬区立光が丘夏の雲小学校 小３＊ 石川　琉晟

組 足立区立西新井第二小学校 小３＊ 小柗　美樹

組 足立区立西新井第二小学校 小３＊ 嶌田　千夏

組 三鷹市立第三小学校 小３＊ 齊藤　玄真

組 小平市立小平第十小学校 小３＊ 池田　隼青

組 西東京市立碧山小学校 小２＊ 佐々木　稟叶

組 西東京市立東伏見小学校 小３＊ 櫻井　嵩士

組 練馬区立大泉学園緑小学校 小６ 今井　乃愛瑠

組 小金井市立小金井第二小学校 小６ 松浦　歌音

組 小平市立小平第五小学校 小６ 大嶽　真央

組 小平市立小平第六小学校 小４ 皆川　恵茉

組 小平市立小平第十五小学校 小２ 入澤　美星

組 西東京市立けやき小学校 小５ 橋村　妃翔

組 西東京市立けやき小学校 小５ 小野髙　美月
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組 国立市立国立第七小学校 小６ 神尾　朱理

組 文京区立昭和小学校 小５ 松井　尊慶

組 文京区立誠之小学校 小３ 平山　悠

組 文京区立金富小学校 小５ 金子　幸之助

組 文京区立昭和小学校 小５ 松井　尊慶

組 文京区立誠之小学校 小３ 平山　悠

組 港区立高輪台小学校 小４ 髙本　亮

組 調布市立北ノ台小学校 小６ 櫻井　成

組 品川区立第二延山小学校 小６ 神山　宏正

組 練馬区立石神井東小学校 小５ 川畑　葉栞

組 練馬区立大泉第三小学校 小４ 泉谷　望来

組 練馬区立大泉東小学校 小４ 長沼　亜佐美

組 町田市立町田第三小学校 小５ 山口　愛実

組 練馬区立北町小学校 小５＊ 古田　梓泉

組 板橋区立上板橋第四小学校 小４＊ 山田　莉結

組 板橋区立若木小学校 小４＊ 小河　璃奈

組 板橋区立北野小学校 小３＊ 福田　愛美子

組 板橋区立桜川小学校 小４＊ 清宮　杏

組 板橋区立徳丸小学校 小３＊ 和田　依磨

組 練馬区立北町小学校 小６＊ 佐藤　亜美

組 板橋区立紅梅小学校 小６＊ 鈴木　美夢

組 板橋区立緑小学校 小６＊ 春山　真維

組 江戸川区立西一之江小学校 小４ 天野　晃汰

組 江戸川区立二之江第二小学校 小４ 小津　聖人

組 大田区立西六郷小学校 小５ 佐々木　一磨

組 江戸川区立一之江小学校 小６ 永井　悠吾

組 江戸川区立松江第五中学校 中２ 國分　悠斗

組 文京区立昭和小学校 小６ 長谷　明日香

組 荒川区立第七中学校 中１ ロイド　珠里亜

組 千代田区立麹町中学校 中１ 胡　清晏

組 葛飾区立水元小学校 小５ 大森　美桜

組 江戸川区立小岩第五中学校 中１ 山谷　眞桜
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組 足立区立第十二中学校 中１ 川俣　紬

組 葛飾区立常盤中学校 中１ 成田　実生

組 港区立白金の丘中学校 中３ 藤本　虎太郎

組 江東区立深川第四中学校 中３ 松田　怜大

組 中野区立北中野中学校 中３ 小川　天宝

組 杉並区立天沼中学校 中２ 田中　健想

組 杉並区立中瀬中学校 中２ 山下　恵士朗

組 杉並区立中瀬中学校 中３ 下坂　陸

組 杉並区立高井戸中学校 中３ 鈴木　滋温

組 豊島区立千登世橋中学校 中３ 森　航希

組 板橋区立板橋第二中学校 中３ 本橋　陽助

組 練馬区立大泉北中学校 中３ 大沼　隼人

組 西東京市立保谷中学校 中３ 内田　瑛貴

組 西東京市立田無第四中学校 中３ 石塚　翔真

組 墨田区立両国中学校 中１＊ 中板　清乃

組 文京区立第九中学校 中３ 宮下　駿

組 品川区立東海中学校 中３ 佐藤　洋輔

組 江戸川区立小岩第三中学校 中２ 堀本　聖一郎

組 江東区立深川第五中学校 中３ 市沢　怜

組 江東区立第三亀戸中学校 中３ 宮原　慶太郎

組 江東区立第二南砂中学校 中３ 井上　龍都

組 中野区立第二中学校 中３ 則竹　晴太

組 杉並区立高南中学校 中３ 小島　慎也

組 杉並区立神明中学校 中３ 和田　壮多朗

組 杉並区立井荻中学校 中３ 山口　優星

組 杉並区立井荻中学校 中３ 黒岩　光崇

組 練馬区立練馬東中学校 中３ 浅見　龍彦

組 練馬区立豊渓中学校 中３ 橋本　拓希

組 足立区立伊興中学校 中３ 前田　尚哉

組 足立区立新田中学校 中３ 徳元　力樹

組 江東区立深川第七中学校 中３ 沼田　蒼太朗

組 江東区立大島中学校 中３ 吉岡　青唯

10



組 江東区立大島中学校 中３ 外山　慎之助

組 江東区立大島中学校 中３ 畠中　正悟

組 江東区立深川第七中学校 中３ 沼田　蒼太朗

組 江東区立大島中学校 中３ 吉岡　青唯

組 大田区立大森東中学校 中３ 大山　愛笑

組 町田市立南中学校 中３ 根府　桃子

組 世田谷区立千歳中学校 中２ 野口　明彩陽

組 世田谷区立千歳中学校 中３ 松村　美咲

組 世田谷区立千歳中学校 中３ 杉坂　愛結美

組 世田谷区立千歳中学校 中３ 西川　海真

組 世田谷区立千歳中学校 中３ 木村　茜

組 杉並区立松渓中学校 中３ 南　奈那

組 八王子市立第四中学校 中２ 鈴木　芭菜

組 小平市立花小金井南中学校 中３ 駒井　美瑠

組 小金井市立緑中学校 中３ 安藤　萌杏

組 西東京市立田無第三中学校 中３ 棚田　桃子

組 品川区立八潮学園 義務７ 夏目　真凛

組 豊島区立西巣鴨中学校 中３ 川島　杏詩

組 板橋区立板橋第三中学校 中２ 竹内　愛未

組 練馬区立石神井南中学校 中３ 﨑岡　由真

組 葛飾区立青葉中学校 中３ 加賀美　心音

組 江戸川区立小岩第三中学校 中２ 岡村　來佳

組 福生市立福生第三中学校 中２ 佐藤　美海

組 西東京市立ひばりが丘中学校 中１ 藤﨑　智子

組 西東京市立田無第一中学校 中１ 南　釉乃

組 足立区立第十中学校 中１ 菅間　羽衣

組 八王子市立第一中学校 中３ 青木　小波

組 八王子市立七国中学校 中１ 伊藤　心花

組 八王子市立城山中学校 中２ 井上　朋夏

組 八王子市立第七小学校 小６ 志村　愛唯

組 町田市立堺中学校 中３ 田代　空

組 練馬区立上石神井中学校 中２＊ 新井田　琴音
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組 練馬区立上石神井中学校 中２＊ 佐藤　杏美

組 練馬区立上石神井中学校 中２＊ 原田　陶子

組 練馬区立上石神井中学校 中２＊ 和泉　ひらり

組 江戸川区立小岩第五中学校 中２＊ 在原　凛々

組 江戸川区立鹿骨中学校 中２＊ 須永　彩衣

組 江戸川区立松江第一中学校 中２＊ 三島　ののか

組 江戸川区立小岩第五中学校 中１＊ 齋道　日和

組 練馬区立開進第一中学校 中１＊ 柳澤　光渚

組 練馬区立開進第三中学校 中２＊ 関口　芽生

組 調布市立第三中学校 中３＊ 大久保　璃咲

組 調布市立第六中学校 中３＊ 小原　優香

組 板橋区立中台中学校 中１＊ 小河　那奈

組 八王子市立第五中学校 中２ 奥山　春喜

組 八王子市立第五中学校 中２ 栗本　敢多

組 八王子市立第六中学校 中２ 中平　アンリ

組 八王子市立第六中学校 中２ 小川　友果

組 東京都立世田谷総合高等学校 高２ 菊地　咲希

組 東京都立八王子拓真高等学校 高４ 大島　愛都

組 東京都立荻窪高等学校 高４ 新濃　匠海

組 東京都立砂川高等学校 高１ 北清　大祉

組 東京都立八王子拓真高等学校 高２ 坂下　優愛

組 東京都立稔ヶ丘高等学校 高３ 四條　綾子

組 東京都立小松川高等学校 高３ 長芝　木香

組 東京都立小松川高等学校 高３ 田草川　向日葵

組 東京都立小松川高等学校 高２ 三浦　千佳子

組 東京都立江東商業高等学校 高３ 大澤　春花

組 東京都立町田高等学校 高３ 後藤　若葉

組 東京都立芦花高等学校 高２ 和泉　樂

組 東京都立桜修館中等教育学校 中等６ 田沼　翔太

組 大田区立貝塚中学校 中３ 島村　花

組 国立市立国立第三中学校 中１ 諏訪　稀

組 多摩市立和田中学校 中１ 矢島　聖蘭
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組 東京都立白鷗高等学校附属中学校 中２ 前田　凜

組 東京都立小石川中等教育学校 中等２ 牧瀬　ほほみ

組 東京都立小石川中等教育学校 中等５ 佐藤　恒太郎

組 東京都立小石川中等教育学校 中等５ 鴨田　薫佳

組 東京都立小石川中等教育学校 中等５ 山本　俊太朗

組 東京都立小石川中等教育学校 中等５ 篠川　誠人

組 東京都立駒場高等学校 高２ 山西　ひかり

組 東京都立桜修館中等教育学校 中等６ 秋元　幸多

団体
足立区立花畑西小学校

金管バンド部

団体
武蔵野市立第一小学校

吹奏楽団

団体 府中市立府中第二小学校

団体
日野市立七生緑小学校

合唱団

団体
板橋区立志村第一中学校

吹奏楽部

団体
板橋区立赤塚第三中学校

吹奏楽部

団体
足立区立第十四中学校

吹奏楽部

団体
八王子市立第一中学校
女子バスケットボール部

団体
青梅市立吹上中学校

吹奏楽部

団体
府中市立府中第四中学校

合唱部

団体
小平市立小平第二中学校

男子テニス部

団体
東京都立小松川高等学校

ボート部

団体
東京都立荻窪高等学校

卓球部女子

団体
東京都立荻窪高等学校
女子バスケットボール部

団体
東京都立片倉高等学校

吹奏楽部

団体
八王子拓真高等学校

軟式野球部

団体
東京都立南多摩中等教育学校

太鼓部

団体
東京都立大塚ろう学校

小学部５年

団体
東京都立村山特別支援学校

スポーツ競技部
東京都立村山特別支援学校

東京都立荻窪高等学校

東京都立荻窪高等学校

東京都立片倉高等学校

東京都立八王子拓真高等学校

東京都立南多摩中等教育学校

東京都立大塚ろう学校

足立区立第十四中学校

八王子市立第一中学校

青梅市立吹上中学校

府中市立府中第四中学校

小平市立小平第二中学校

東京都立小松川高等学校

足立区立花畑西小学校

武蔵野市立第一小学校

府中市立府中第二小学校

日野市立七生緑小学校

板橋区立志村第一中学校

板橋区立赤塚第三中学校

13



種別 学校名 学年 氏名・団体名

個人 目黒区立鷹番小学校 小４ 中里　虎太亮

個人 調布市立第三小学校 小４ 入駒　優吾

個人 東京都立城東高等学校 高１ 佐々野　健二

組 文京区立第六中学校 中１＊ 石崎　　令旺

組 文京区立第六中学校 中１＊ 仲　創太郎

組 文京区立第六中学校 中１＊ 常深　正泰

組 文京区立第六中学校 中１＊ 濵之上　響

組 文京区立第六中学校 中１＊ 吉井　太一

組 東京都立永山高等学校 高３ 髙橋　朋寿

組 東京都立永山高等学校 高３ 松葉　紗矢花

組 東京都立永山高等学校 高３ 三ツ木　響一

組 東京都立東久留米総合高等学校 高１ 関根　愛莉

組 東京都立東久留米総合高等学校 高１ 尾上　陽菜乃

組 東京都立拝島高等学校 高３ 杵淵　葉

組 東京都立拝島高等学校 高３ 岩田　未来

組 東京都立拝島高等学校 高３ 覀田　賢司

組 東京都立国分寺高等学校 高２＊ 石原　彰悟

組 東京都立国分寺高等学校 高２＊ 吉城寺　航

組 東京都立国分寺高等学校 高２＊ 須田　優也

組 東京都立国分寺高等学校 高２＊ 薗　杏奈

組 東京都立国分寺高等学校 高２＊ 西澤　瑛浩

組 東京都立国分寺高等学校 高２＊ 蓮井　杏奈

組 東京都立国分寺高等学校 高２＊ 桝渕　結菜

組 東京都立国分寺高等学校 高２＊ 山本　実生

５　表彰基準（５）人命救助又はこれに類する行為を行った者

　氏名等の公表を希望していない児童・生徒等を除く

一部、旧字体の漢字等で実際の表記と異なる字あり
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