
令和２年度　調布市教育委員会表彰　被表彰者名簿　（敬称略） 令和３年２月２４日

１　調布市立学校に在学する児童・生徒の表彰（第２条関係）　３７件
 (1)　 有益な調査，研究をしたもの（第２号関係）　１件

No 基準 学年 個人・団体名 功績　（【　】・・・参考）

1 第２条 第２号 若葉小 学校 ６年
鈴木
すずき

　愛理
あいり

鈴木
すずき

　暁
あかり

梨

東京都小学生科学展　優秀賞
　「海藻と水草の研究」について
【主催：東京都教育委員会】

 (2)　体育，芸能等の文化活動において，特に優秀な功績のあったもの（第３号関係）　３５件
　　ア　全国大会又は関東大会もしくはこれらに準ずる大会・コンクール等に出場したもの（第１項関係）　２６件

No 基準 学年 個人・団体名 功績　（【　】・・・参考）

1 第２条 第３号 (1) 八雲台小 学校 ６年 小林
こばやし

　兼輔
けんすけ

KTA杯関東ジュニアテニストーナメント
男子１２歳以下シングルス　第3位
【主催：関東テニス協会】

2 第２条 第３号 (1) 滝坂小 学校 ５年 石川
いしかわ

　大
ひろ KTA杯関東ジュニアテニストーナメント　出場

【主催：関東テニス協会】

3 第２条 第３号 (1) 上ノ原小 学校 ５年 黒田
くろだ

　一
かず

瞭
あき

日本空手道糸洲会総本部
総本部主催　第１回糸洲流空手道ヴァーチャル国際大会
８歳～１１歳（男子）　有級（中級）：１年以上～３年未満　優勝

4 第２条 第３号 (1) 布田小 学校 ６年 石﨑
いしざき

　莉子
りこ

第８回全日本ジュニアチャンピオンシップ（空手道）
小学校６年生女子　第３位
【後援：スポーツ庁，愛知県他】

5 第２条 第３号 (1) 布田小 学校 ３年 石﨑
いしざき

　美陽
みお

第８回全日本ジュニアチャンピオンシップ（空手道）
小学校３年生女子　第４位
【後援：スポーツ庁，愛知県他】

6 第２条 第３号 (1) 第三中 学校 ３年 鮎川
あゆかわ

　大輝
だいき

JOCジュニアオリンピックカップ
全国中学生陸上競技大会2020
男子四種競技　第3位
【主催：（公財）　日本陸上競技連盟】

第66回全国日本中学生通信陸上競技大会東京都都大会
男子共通四種競技　第3位
【主催：（公財）　日本陸上競技連盟】

7 第２条 第３号 (1) 第三中 学校 １年 佐藤
さとう

　琴美
ことみ

第６２回日本選手権（２５ｍ）水泳競技大会
　女子　２００ｍ　平泳ぎ　第６位
【主催：（公財）　日本水泳連盟】

8 第２条 第３号 (1) 第二小 学校 ４年 宇多川
うだがわ

　怜
れい 令和２年度歯・口の健康啓発標語コンクール　代表賞

【主催：（公社）日本歯科医師会】

9 第２条 第３号 (1) 第三小 学校 ６年 東
あずま

　澪
れい

生
2020年全国あんざんコンクール
小学校６年生の部　金賞
【主催：（一社）　日珠算連盟】

該当規程 学校

該当規程 学校



令和２年度　調布市教育委員会表彰　被表彰者名簿　（敬称略） 令和３年２月２４日

No 基準 学年 個人・団体名 功績　（【　】・・・参考）

10 第２条 第３号 (1) 第三小 学校 ６年 森山
もりやま

　勇翔
ゆうと

2020年全国あんざんコンクール
小学校６年生の部　金賞
【主催：（一社）　日珠算連盟】

11 第２条 第３号 (1) 第三小 学校 ５年 内田
うちだ

　圭
か

紀
の

2020年全国あんざんコンクール
小学校５年生の部　金賞
【主催：（一社）　日珠算連盟】

12 第２条 第３号 (1) 第三小 学校 ５年 清水
しみず

　愛里咲
ありさ

2020年全国そろばんコンクール
小学５年生の部　金賞
【主催：（一社）日本珠算連盟】

13 第２条 第３号 (1) 第三小 学校 ５年 鈴木
すずき

　稜
りょう

河
が

2020年全国そろばんコンクール
小学５年生の部　金賞
【主催：（一社）日本珠算連盟】

14 第２条 第３号 (1) 第三小 学校 ２年 内田
うちだ

　紗
さ

椰
や

2020年全国そろばんコンクール
小学２年生の部　金賞
【主催：（一社）日本珠算連盟】

15 第２条 第３号 (1) 上ノ原小 学校 ５年 隠田
おんた

　悠人
ゆうと

第３０回日本クラシック音楽コンクール
ピアノ部門小学校高学年男子の部
全国大会出場
【主催：（一社）日本クラシック音楽協会】

16 第２条 第３号 (1) 上ノ原小 学校 ５年 芹田
せりた

　琉
る

可
か 全国七夕競書会　観峰賞

【主催：公益財団法人日本習字教育財団】

17 第２条 第３号 (1) 上ノ原小 学校 ５年 寺尾
てらお

　莉彩
りさ

第３０回日本クラシック音楽コンクール
ピアノ部門小学校高学年女子の部
全国大会出場
【主催：（一社）日本クラシック音楽協会】

18 第２条 第３号 (1) 若葉小 学校 ３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
バイオリン部門　小学校低学年（１～３年）第2位
【主催：全日本芸術協会 】

19 第２条 第３号 (1) 北ノ台小 学校 ２年 黒川
くろかわ

　奏翔
かなと

第２２回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA
アジア大会　ソロ　小学１・２年生部門　銅賞
【後援：文化庁他】

20 第２条 第３号 (1) 多摩川小 学校 ５年 飯山
いいやま

　凜
りん

2020年全国あんざんコンクール
小学校５年生の部　金賞
【主催：（一社）　日珠算連盟】

2020年全国そろばんコンクール
小学５年生の部　金賞
【主催：（一社）　日本珠算連盟】

21 第２条 第３号 (1) 多摩川小 学校 ３年 安部
あんべ

　颯
そう

介
すけ

2020年全国あんざんコンクール
小学3年生の部　金賞
【主催：（一社）　日本珠算連盟】

22 第２条 第３号 (1) 飛田給小 学校 ４年 水上
みずかみ

　青葉
あおば

2020年全国あんざんコンクール
小学4年生の部　金賞
【主催：一般社団法人　日本珠算連盟】

23 第２条 第３号 (1) 飛田給小 学校 ４年 水上
みずかみ

　若葉
わかば

2020年全国あんざんコンクール
小学4年生の部　金賞
【主催：一般社団法人　日本珠算連盟】

該当規程 学校



令和２年度　調布市教育委員会表彰　被表彰者名簿　（敬称略） 令和３年２月２４日

No 基準 学年 個人・団体名 功績　（【　】・・・参考）

24 第２条 第３号 (1) 飛田給小 学校 ４年 安川
やすかわ

　千
ち

杏
あ

夢
む

2020年全国あんざんコンクール
小学4年生の部　金賞
【主催：一般社団法人　日本珠算連盟】

25 第２条 第３号 (1) 飛田給小 学校 ４年 横川
よこかわ

　和泉
いずみ

2020年全国あんざんコンクール
小学4年生の部　金賞
【主催：一般社団法人　日本珠算連盟】

26 第２条 第３号 (1) 国領小 学校 ３年 川岸
かわぎし

　玉枝
たまえ 令和２年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール　佳作

【主催：（一社）日本学校歯科医会】

　　イ　東京都大会又はこれに準ずる大会・コンクール等において第３位相当以上で入賞したもの又はこれに準ずる
　　　もの（第２項関係）　９件

No 基準 学年 個人・団体名 功績　（【　】・・・参考）

1 第２条 第３号 (2) 杉森小 学校 ６年 酒井
さかい

　玲菜
れな

第15回関東小学生選手権大会・東京都予選会　ダブルス
6年生以下女子ダブルス　準優勝
【主催：東京都小学生バドミントン連盟】

2 第２条 第３号 (2) 神代中 学校 ２年 大岡
おおおか

　虹瑛
ななあき

第73回東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大会
男子１・２年　走高跳　第３位
【主催：（公財）　東京都中学校体育連盟】

3 第２条 第３号 (2) 神代中 学校 １年 槇村
まきむら

　せいあ
第73回東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大会
女子１年　１１０ｍＨ　第１位
【主催：（公財）　東京都中学校体育連盟】

4 第２条 第３号 (2) 第三中 学校 ３年

浅野
あさの

　逢里
あいり

池本
いけもと

　奈緒
なお

東京都特別水泳大会アーティスティックスイミング競技
【主催：（公財）東京都水泳協会】

【浅野　逢里・池本　奈緒】
（13-15歳の部）
種目　TEAM　Ｆｒｅｅ　Routine　Final　第２位
（13-15歳の部）
種目　ＤＵＥＴ　Ｆｒｅｅ　Routine　Final　第２位

【池本　奈緒】
（13-15歳の部）
種目　SOLO　Ｆｒｅｅ　Routine　Final　第１位

【浅野　逢里】
（13-15歳の部）
種目　SOLO　Ｆｒｅｅ　Routine　Final　第2位

5 第２条 第３号 (2) 第三中 学校 ３年 濱
はま

名
な

　亜也
あや

第66回全国日本中学生通信陸上競技大会東京都大会
女子共通砲丸投　第２位
【主催：（公財）　日本陸上競技連盟】

第73回東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大会
女子3年砲丸投　第２位
【主催：（公財）　東京都中学校体育連盟】

6 第２条 第３号 (2) 第三中 学校 ２年 明石
あかし

　侑奈
ゆうな

第73回東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大会
女子2年１００ｍＨ　第３位
【主催：（公財）　東京都中学校体育連盟】

7 第２条 第３号 (2) 第三中 学校 １年

鮎川
あゆかわ　

　桃佳
ももか

山口
やまぐち　

　采実
ことの

山上
やまがみ　

　瑠奈
るな

山崎

やまさき　

　優和
ゆわ

第73回東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大会
女子1年４×１００ｍリレー　第１位
【主催：（公財）　東京都中学校体育連盟】

該当規程 学校

該当規程 学校



令和２年度　調布市教育委員会表彰　被表彰者名簿　（敬称略） 令和３年２月２４日

No 基準 学年 個人・団体名 功績　（【　】・・・参考）

8 第２条 第３号 (2)

第一小
第三小

八雲台小
上ノ原小
布田小
柏野小

学校 団体 かるがもクラブ

東京新聞・東京中日スポーツ杯争奪戦
第４１回東京都小学生バレーボール選手権大会　第3位
【主催：  公益財団法人東京都バレーボール協会・東京都小学生バレー
ボール連盟・東京新聞・東京中日スポーツ 】

9 第２条 第３号 (2) 第五中 学校 ２年 髙林
たかばやし

　花凜
かりん 令和２年度歯の作文　最優秀作文

【主催：（公社）東京都学校歯科医会】

 (2)　 前３号に掲げるもののほか，委員会が表彰することを適当であると認める成績又は行為のあったもの
　　　（第４号関係）　１件

No 基準 学年 個人・団体名 功績　（【　】・・・参考）

1 第２条 第４号 第五中 学校 団体
第五中学校ボラン
ティアダンス部

・「大江戸ダンス」を地域のお祭り・運動会や高齢者福祉施設等で演舞す
るとともに，青少年赤十字メンバーとしてハンドケアマッサージを習得し高
齢者の方を中心に施術している。地域福祉センターと連携し「地域交流
会」を企画・開催し，地域活動に貢献した。調布よさこい連にも所属し，ラ
グビーワールドカップ2019のホストシティパフォーマンスに参加した。

・令和２年度東京都教育委員会児童・生徒等表彰において表彰された。

該当規程 学校

該当規程 学校



令和２年度　調布市教育委員会表彰　被表彰者名簿　（敬称略） 令和３年２月２４日

１　調布市立学校に在学する児童・生徒の表彰（第２条関係）　１件
 (1)　体育，芸能等の文化活動において，特に優秀な功績のあったもの（第３号関係）　１件
　 　イ　東京都大会又はこれに準ずる大会・コンクール等において第３位相当以上で入賞したもの又はこれに準ずる
　　 　もの（第２項関係）　１件

No 基準
学年

(当時)
個人・団体名 功績　（【　】・・・参考）

1 第２条 第３号 (2) 第三中 学校 １年 比留間
ひるま

　美
み

尋
ひろ

第62回東京都中学校バドミントン新人大会（個人戦）
女子シングルス　優勝
【主催：東京都中学校体育連盟】
【後援：東京都バドミントン協会】

令和元年度表彰分　【個別表彰】

該当規程 学校


