
問 学校職員課　☎5432-2672 FAX  5432-3025

生徒特別表彰（中学生・個人）
（1）スポーツ活動　24件

氏名 学校名 学年 活動内容
小島　莉々愛 太子堂中学校 １年 水泳
鈴木　真翔 太子堂中学校 １年 水泳
大島　統偉 桜丘中学校 ３年 水泳
兒島　惟高 桜丘中学校 １年 セーリング
鈴木　小暖 桜丘中学校 １年 なわとび
中野　裕唯 桜丘中学校 ３年 サッカー

ヌワエメ　グレース 駒沢中学校 ３年 陸上
ロス　瑚花アディア 駒沢中学校 ３年 陸上

関野　美佑汐 弦巻中学校 １年 水泳
齊藤　真緒 玉川中学校 ３年 新体操
三木　心愛 玉川中学校 １年 アーティスティックスイミング
瀧澤　勇仁 瀬田中学校 ３年 レスリング
仁王　利樹 瀬田中学校 ３年 アイスホッケー
北田　海優 深沢中学校 ３年 ソフトテニス

比留間　ほの香 深沢中学校 ３年 ソフトテニス
德田　詩 深沢中学校 ２年 水泳

田邉　観世埜 尾山台中学校 ３年 新体操
松本　蒔人 用賀中学校 ３年 陸上
荒川　真稟 東深沢中学校 ２年 空手
杉末　陽茄 上祖師谷中学校 １年 チアダンス
萩原　陽菜 上祖師谷中学校 １年 チアダンス
井田　雄太 三宿中学校 １年 水泳
大原　健太 世田谷中学校 ３年 空手
瀧口　透生 船橋希望中学校 ３年 水泳

（2）文化活動　4件
氏名 学校名 学年 活動内容

千葉　ひかり 駒沢中学校 ２年 科学
黒田　孔 梅丘中学校 ３年 百人一首

乳井　美桜 芦花中学校 ３年 弁論
野村　京加 芦花中学校 ３年 作文

生徒特別表彰（中学生・団体）
（1）スポーツ活動　7件

学校名 団体名
北沢中学校 女子バレーボール部
用賀中学校 陸上競技部
烏山中学校 男子バスケットボール部
砧南中学校 ソフトテニス部（男子）
砧南中学校 ソフトテニス部（女子）

船橋希望中学校 水泳部
船橋希望中学校 陸上競技部

（2）その他（善行）　３件
学校名 団体名

桜丘中学校 生徒会
富士中学校 ３年学級委員会及び３年生徒会役員
砧中学校 Ｉ組

児童特別表彰（小学生・個人）
（1）スポーツ活動　26件

氏名 学校名 学年 活動内容
水上　翔太 桜小学校 ５年 水泳
養田　知之 桜小学校 ６年 野球
橋本　香蓮 駒繋小学校 ６年 水泳
堀田　彩音 弦巻小学校 ６年 水泳

小林　幸太郎 三軒茶屋小学校 ６年 空手
登立　理紗 深沢小学校 ６年 水泳

佐々木　望花 玉川小学校 ４年 空手
荒井　紗乃 尾山台小学校 ２年 空手
小河　謙斗 桜町小学校 ６年 野球
小林　永真 等々力小学校 ２年 空手
長沢　英希 等々力小学校 ６年 野球
支倉　蒼侍 用賀小学校 ５年 野球
谷口　夏音 砧小学校 ５年 空手
江間　大登 芦花小学校 ６年 レスリング
藥野　柑太 芦花小学校 ６年 レスリング
近藤　二葉 給田小学校 ６年 チアダンス

清水　あんな 給田小学校 ６年 チアダンス
清水　しずく 給田小学校 ５年 チアダンス
田中　亜実 給田小学校 ６年 チアダンス
田中　結 給田小学校 ６年 レスリング

村瀬　美月 給田小学校 ５年 チアダンス
森　朱里 給田小学校 ６年 チアダンス
東　修平 山野小学校 ６年 野球

蟹江　陽斗 武蔵丘小学校 ３年 空手
蟹江　佑樹 武蔵丘小学校 ６年 空手
山﨑　慧梧 希望丘小学校 ４年 キックボクシング

（2）文化活動　7件
氏名 学校名 学年 活動内容

外⻆　秀仁 旭小学校 １年 作文
德田　蓮翔 笹原小学校 ３年 ピアノ
德田　海翔 笹原小学校 ５年 ピアノ
横山　大志 瀬田小学校 ２年 算数オリンピック
糸井　咲絢 用賀小学校 ４年 ピアノ
加藤　碧晄 給田小学校 ６年 バイオリン
別所　優月 希望丘小学校 ６年 書道

児童特別表彰（小学生・団体）
（1）スポーツ活動　1件

学校名 団体名
駒沢小学校・中丸小学校

三軒茶屋小学校・池尻小学校
二子玉川小学校

下馬L.M.C．ジュニアフレンズ
（バトントワーリング）

（2）文化活動　1件
学校名 団体名

千歳小学校 吹奏楽団

☆掲載のご了承をいただいた方のみ、掲載しています。[敬称略]

児童・生徒の特別表彰
（令和3年度）

教育委員会では、スポーツや文化活動などの大会やコンクールですばらしい成績を収めた区立学校の
児童・生徒を表彰しました。
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