
令和元年度　調布市教育委員会表彰式　被表彰者名簿　（敬称略）

＜地域活動等における活躍（児童・生徒）＞　２件
No 基準 学年 個人・団体名 功績　（【　】・・・参考）

1 第２条 第１号 (1) 第三小 学校 ４年 入駒　優吾
い り こ ま ゆ う ご

令和元年８月１８日に下石原３丁目で発生した火災に際し，近隣住民及び
家族と連携した迅速な通報により被害を最小限に止め，火災予防に貢献
したことにより，令和元年８月２６日に，東京消防庁調布消防署長から感
謝状を贈呈された。

2 第２条 第１号 (1) 第三中 学校 団体
第三中学校生徒有
だいさんちゅうがっこうせいとゆう

志
し

　令和元年台風１９号の染地地区の浸水被害により，１０月１３日の朝，
調布市から，急遽，第２体育館の避難所開設要請があった。当時，卓球
の部活動にきていた生徒が，卓球部顧問の指示により，迅速に避難所開
設を行った。また，学校近くに住む他の生徒にも声をかけ，ボランティアと
して避難所開設に協力した。
　これらのことにより，担当する市職員が現場に到着する頃には，ほとん
どの避難所開設作業が完了しており，避難所開設作業に大きく貢献し
た。

＜研究における活躍＞　１件
No 基準 学年 個人・団体名 功績　（【　】・・・参考）

3 第２条 第２号 若葉小 学校 ６年 河上　正樹
かわかみ まさ き 東京都小学生科学展　優秀賞（調布市代表作品）

　「温めた食材の冷め方のちがい」について

＜スポーツにおける活躍＞　３０件
No 基準 学年 個人・団体名 功績　（【　】・・・参考）

4 第２条 第３号 (1) 第一小 学校 ４年 吉本
よしもと

　椿
つばき

琉球少林流月心会 第２５回全国空手道選手権大会
　小学四年　型の部　優勝
【主催：東洋武道連盟 琉球少林流空手道　月心会，後援：神奈川県，川
崎市，産経新聞社他】

5 第２条 第３号 (1) 第二小 学校 ４年 相原
あいはら

　大
だい

馳
ち 関東小学生剣道錬成記念大会　優秀賞

【主催：東京都少年剣道研究会，後援：（公財）武道館】

6 第２条 第３号 (2) 第三小 学校 ３年 及川
おいかわ

　悠吾
ゆ う ご

東京都スポーツ少年大会　（卓球）
　小学４年以下　男子の部　第２位
【主催：東京都体育協会，東京都スポーツ少年団】

7 第２条 第３号 (2) 深大寺小 学校 ６年 西園
にしぞの

　司
つかさ

第４回熊本県空手道選手権大会
　小学校６年生男子上級　優勝
【主催：熊本県空手道選手権大会実行委員会】
　
第８回オープントーナメント群馬県空手道選手権大会
　組手　小学６年生男子上級重量級の部　準優勝
【主催：全世界空手道連盟　新極真会】

8 第２条 第３号 (1) 緑ヶ丘小 学校 ６年 長谷川
は せ が わ

　滉
こうすけ

亮
２０１９フジパンCUP第４３回関東少年サッカー大会　優勝
【主催：関東サッカー協会，後援：大和市他】

9 第２条 第３号 (1) 北ノ台小 学校 ６年 櫻井
さくらい

　成
せい

DUNLOP　SRIXON　全日本ジュニアテニス選手権'19 supported by
NISSHINNBO 男子12歳以下ダブルス　準優勝
【主催：（公財）日本テニス協会，毎日新聞社，後援：大阪市，大阪市教育
委員会他】

10 第２条 第３号 (1) 北ノ台小 学校 ４年 木村
き む ら

　詩子
う た こ

２０１９年日本ジュニア体操競技選手権
　女子　Cクラス　ゆか　第３位
【主催：（一社）全日本ジュニア体操クラブ連盟，（公財）日本体育協会，後
援：スポーツ庁他】

11 第２条 第３号 (1) 多摩川小 学校 ６年 田中
た な か

　大貴
ひ ろ き

第７回近代三種日本選手権兼第１４回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ兼
ジャパン近代三種シリーズ２０１９ファイナル大会
　２種の部　小学生男子　決勝の部　第１位
【主催：（公財）日本近代五種協会，後援：スポーツ庁，調布市他】

ジャパン近代三種シリーズ２０１９　第３種立川大会
　２種の部　第１位
【主催：（公社）日本近代五種協会，共催：立川市】

該当規程 学校

該当規程 学校

該当規程 学校



令和元年度　調布市教育委員会表彰式　被表彰者名簿　（敬称略）

No 基準 学年 個人・団体名 功績　（【　】・・・参考）

12 第２条 第３号 (2) 杉森小 学校 ６年 青山
あおやま

　詩
し

乃
の

東京都ジュニア長水路水泳競技大会（１２歳以下）
　女子　４×５０ｍ　フリーリレー　１１－１２歳　第３位
東京都ジュニア長水路水泳競技大会（１２歳以下）
　女子　４×５０ｍ　メドレーリレー　１１－１２歳　第３位
第１３回東京都選手権水泳競技大会
　小学生決勝　女子５０ｍ　自由形　第２位
東京都ジュニア小学生学年別長水路記録会２０１９
　６年女子　５０ｍ背泳ぎ　第３位
2019年度東京都５ブロック対抗水泳競技大会　第２位
　女子 100m自由形 11～12歳
【主催：（公財）東京都水泳協会】

杉森小 学校 ５年 酒井
さ か い

　玲菜
れ な

国領小 学校 ５年 髙木
た か ぎ

　杏
あん

14 第２条 第３号 (1) 杉森小 学校 ４年 深水
ふかみず

　菜
な

都
つ

新極真会空手全国新人戦
　組手　小学４年生女子　軽量級　優勝
【主催：全世界空手道連盟　新極真会】

第８回オープントーナメント群馬県空手道選手権大会
　小学４年生女子初級の部　　型　優勝
【主催：全世界空手道連盟　新極真会　群馬支部】

15 第２条 第３号 (1) 国領小 学校 ６年 石川
いしかわ

　惠
けいた

大
第３３回全国ホープス東日本ブロック卓球大会
　男子団体　第３位
【主催：日本卓球協会，後援：愛知県他】

16 第２条 第３号 (1) 布田小 学校 ６年 山崎
やまざき

　莉
り

央
お

第４２回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ　夏季水泳競技大会
　アーティスティックスイミング　団体　第７位
【主催：（公財）日本水泳連盟】

17 第２条 第３号 (1) 調布中 学校 ３年 櫻井
さくらい

　秀
しゅう

第72回関東中学生テニス選手権大会
　男子シングルス出場
【主催：関東中学校テニス連盟，後援：東京都教育委員会】

18 第２条 第３号 (1) 神代中 学校 ３年 鈴木
す ず き

　実咲
み さ き

第５９回全国中学校水泳競技大会
　女子１００ｍ平泳ぎ　出場
【主催：（公財）日本水泳連盟，日本中学校体育連盟，京都府教育委員会
京都市教育委員会】

19 第２条 第３号 (1) 神代中 学校 １年 宮内
みやうち

　翼
たくみ

光
第４３回東日本トランポリン競技選手権大会
　シンクロナイズド競技　Aクラス男子　第２位
【主催：東日本トランポリン協会】

20 第２条 第３号 (1) 第三中 学校 ３年 鳥
と り

住
ずみ

　真希
ま き

第43回関東中学校水泳競技大会
　女子200ｍ平泳ぎ　第７位
【主催：関東中学校体育連盟】

第１４回関東小学生選手権大会・東京都予選会
　５年女子ダブルス　第３位
【主催：東京都小学生バドミントン連盟】

酒井玲菜
第３回東京都小学生バドミントンチャレンジトーナメント
　５年女子シングルス　第３位
【主催：東京都小学生バドミントン連盟】

髙木杏
第４３回「ゆりーと杯」争奪　東京都シングルス大会
　５年女子シングルス　第３位
【主催：東京都小学生バドミントン連盟】

該当規程 学校

13 第２条 第３号 (2)



令和元年度　調布市教育委員会表彰式　被表彰者名簿　（敬称略）

No 基準 学年 個人・団体名 功績　（【　】・・・参考）

21 第２条 第３号 (1) 第三中 学校 ３年 三橋
みつはし

　風
ふう

太
た

第４６回全日本中学校陸上競技選手権大会
　男子共通　砲丸投出場
【主催：（公財）日本中学校体育連盟，（公財）日本陸上競技連盟】
第５０回ジュニアオリンピック陸上競技大会
　A男子　砲丸投出場
【主催：日本陸上競技連盟，後援：スポーツ庁他】
第４７回関東中学校陸上競技大会
　男子共通砲丸投　第６位
【主催：関東中学校体育連盟】

第５８回東京都中学校総合体育大会陸上競技大会
　男子共通砲丸投　第２位
【主催：東京都教育委員会，東京都中学校体育連盟】
第７２回東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大会
　男子共通砲丸投　第２位
【主催：東京都中学校体育連盟】

浅野
あ さ の

　逢
あい　　り

里

池本
いけもと

　奈緒
な お

23 第２条 第３号 (1) 第三中 学校 ２年 鮎川
あゆかわ

　大輝
だ い き

第４６回全日本中学校陸上競技選手権大会
　男子共通　四種競技出場
【主催：（公財）日本中学校体育連盟，（公財）日本陸上競技連盟】
第５０回ジュニアオリンピック陸上競技大会
　B男子　砲丸投出場
【主催：日本陸上競技連盟，後援：スポーツ庁他】
第４７回関東中学校陸上競技大会
　男子共通　四種競技出場
【主催：関東中学校体育連盟】

第５８回東京都中学校総合体育大会陸上競技大会
　男子共通　四種競技　第３位
【主催：東京都教育委員会，東京都中学校体育連盟】
第６５回全日本中学校通信陸上競技大会　東京都大会
　男子共通　四種競技　第２位
【主催：（公財）日本陸上陸上連盟，（公財）日本中学校体育連盟】
第７２回東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大会
　男子２年　110mハードル　第1位
【主催：東京都中学校体育連盟】

24 第２条 第３号 (2) 第三中 学校 ２年 濱名
は ま な

　亜
あ

也
や

第７２回東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大会
　女子１・２年　砲丸投　第３位
【主催：東京都中学校体育連盟】

25 第２条 第３号 (2) 第三中 学校 ２年 村上
むらかみ

　尋
じん

之
の

助
すけ

第６７回東京都中学校学年別水泳競技大会
　２年男子　100ｍ平泳ぎ　第２位
【主催：東京都中学校体育連盟】

26 第２条 第３号 (1) 第七中 学校 １年 安藤
あんどう

　美
み

翔
か

第７回近代3種日本選手権大会兼第14回JOCジュニアオリンピックカップ
兼ジャパン近代三種シリーズ２０１９ファイナル大会
　中学生女子３種の部　第８位
【主催：（公財）日本近代五種協会，後援：スポーツ庁，調布市他】

27 第２条 第３号 (1) 第八中 学校 ２年 石川
いしかわ

　晄
こ う

大
だい

第７２回関東中学生テニス選手権大会（個人の部）
　男子シングルス　出場（２回戦進出　ベスト３２）
【主催：関東中学校テニス連盟】

該当規程 学校

22 第２条 第３号 (1) 第三中 学校 ２年
全国ＪＯＣジュニアオリンピック カップ　夏季水泳競技大会
　アーティスティックスイミング　チーム　第７位
【主催：日本水泳連盟】



令和元年度　調布市教育委員会表彰式　被表彰者名簿　（敬称略）

No 基準 学年 個人・団体名 功績　（【　】・・・参考）

28 第２条 第３号 (2)
第三小
石原小

多摩川小
学校 団体

MFP味スタM☆
エムエフピー アジスタ エ

rettes
ム レ ッ ツ

　
チアリーディング＆チアダンス大会　夏チア２０１９
　チアダンス部門　YOUTH・LARGE　第１位
【主催：夏チアＣＵＰ運営事務局，後援：横浜市体育協会】

29 第２条 第３号 (1)
第三小

八雲台小
多摩川小

学校 団体
M☆rettes Shiny
エムレッツ　シャイニー　グリー

Green Star JADE
ン ス タ ー ジ ェ イ ド

Ｔｈｅ　Ｄａｎｃｅ　Ｓｕｍｍｉｔ　Ｃｈａｎｐｉｏｎshhip（１４才以下のダンス世界大
会）
　日本代表として出場し，優勝（ワールドチャンピオン）
【主催：ジャムフェスジャパン事務局】

30 第２条 第３号 (2)
第三小

緑ヶ丘小
学校 団体

三菱養和調布ＳＣ
ミツビシヨウワチョウフエスシー

ジュニア

JA東京カップ２０１９第３１回東京都５年生サッカー大会　優勝
【主催：都少年サッカー協会，都少年サッカー連盟，東京新聞，東京中日
スポーツ】

31 第２条 第３号 (2)
石原小

多摩川小
調布中

学校 団体 101＆ラビッツ
ワンオーワンアンドラビッツ

第６回東京舞祭（秋）　Dance　contest　on Sunday
　コンテスト部門　　準グランプリ
【主催：（一社）日本舞祭振興協議会，共催：東京都，新宿区】

32 第２条 第３号 (1)

調布中
神代中
第三中
第五中
第六中
第七中

学校 団体 調布リトルリーグ

第７３回　リトルリーグ世界大会選手権大会　第３位
　
第５３回　全日本リトルリーグ野球選手権大会　優勝
　【主催：（公財）日本リトルリーグ野球協会】

33 第２条 第３号 (1) 第三中 学校 団体 バドミントン部

第５０回関東中学校バドミントン大会
　女子団体　ベスト８
【主催：関東中学校体育連盟，東京都教育委員会，関東バドミントン連
盟，東京都バドミントン協会】

第５８回東京都中学校総合体育大会
　バドミントン　女子団体　第３位
【主催：東京都中学校体育連盟，東京都教育委員会】

＜文化活動における活躍＞　７件
No 基準 学年 個人・団体名 功績　（【　】・・・参考）

34 第２条 第３号 (1) 第三小 学校 ６年 稲田
い な だ

　明恵
あ き え

第３６回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
　弦楽器部門　小学生高学年の部　入選
【主催：（一社）東京国際芸術協会】

35 第２条 第３号 (1) 第三小 学校 ６年 川野
か わ の

　暁子
あ き こ

第１９回全国小学生「あかりの日」ポスターコンクール
　入選
【主催：（一社）日本照明工業会，（一社）照明学会，（一社）日本電気協
会】

該当規程 学校

該当規程 学校



令和元年度　調布市教育委員会表彰式　被表彰者名簿　（敬称略）

No 基準 学年 個人・団体名 功績　（【　】・・・参考）

36 第２条 第３号 (1) 第三小 学校 ５年 八木
や ぎ

　穂
ほ

乃
の

夏
か 全国たなばた競書大会　観峰賞

【主催：（公財）日本習字教育財団】

37 第２条 第３号 (1) 若葉小 学校 ２年 池上
いけがみ

　綾音
あ や ね

第１３回全日本芸術コンクール本選
　ヴァイオリン部門　小学生低学年（１～３年の部）第４位
【主催：全日本芸術協会】

38 第２条 第３号 (1) 若葉小 学校 ２年 富岡
とみおか

　明音
あ か ね

第２５回宮日音楽コンクール　ピアノ部門
　小学校低学年（１～３年）本選出場

第２９回全日本クラッシク音楽コンクール全国大会
　ピアノ部門及びフルート部門
　小学校低学年（１～３年）ピアノ・フルート出場予定
【主催：日本クラッシク音楽協会】

第三小 学校 ６年 岸澤
きしざわ

　梗
きょう

第三小 学校 ６年 佐藤
さ と う

　由子
ゆ こ

第三小 学校 ５年 東
あずま

　澪生
れ い

第三小 学校 ５年 森山
もりやま

　勇翔
ゆ う と

第三小 学校 ４年 内田
う ち だ

　圭紀
か の

飛田給小 学校 ６年 鴇田
と き た

　翔大
しょうた

第三小 学校 ４年 清水
し み ず

　愛里咲
あ り さ

多摩川小 学校 ４年 飯山
いいやま

　凜
りん

飛田給小 学校 ３年 水上
みずかみ

　青葉
あ お ば

飛田給小 学校 ３年 水上
みずかみ

　若葉
わ か ば

第２条 第３号 (2)
第７３回東京珠算選手権大会
　団体総合競技　第１部　優勝
【主催：一般社団法人東京珠算教育連盟，後援：日本商工会議所他】】

39

40

第２条 第３号 (2)

第７３回東京珠算選手権大会
　団体総合競技　第２部　優勝
　理事長賞
【主催：一般社団法人東京珠算教育連盟，後援：日本商工会議所他】】

森山　勇翔
第７３回東京珠算選手権大会
　個人総合競技　第２部　優勝
【主催：一般社団法人東京珠算教育連盟，後援：日本商工会議所他】

鴇田　翔大
第７３回東京珠算選手権大会
　読上暗算競技　第２部　優勝
【主催：一般社団法人東京珠算教育連盟，後援：日本商工会議所他】】

該当規程 学校


