
令和３年度　調布市教育委員会表彰　被表彰者名簿　（敬称略）
令和４年２月１７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）　２２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）　２２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・コンクール等に東京都・関東代表相当として出場したも
の又は東京都大会相当以上の予選を経て出場したもの（第１項関係）　１５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 ５年 長谷部
はせべ

　蒼昊
そら

ロート製薬杯　第３９回全国ホープス卓球大会
男子団体戦　決勝トーナメント進出（ベスト１６）
【主催：（公財）日本卓球協会】

2 第２条 第３号 (1) 調布中 学校 ２年 櫻井
さくらい

　成
せい

ＤＵＮＬＯＰ全日本ジュニアテニス選手権supported by NISSHINBO
１４歳以下　男子ダブルスの部　３位
【主催：（公材）日本テニス協会】
第９５回関東ジュニアテニス選手権大会
男子１４歳以下ダブルス　準優勝
【主催：関東テニス協会，毎日新聞社】

3 第２条 第３号 (1) 神代中 学校 ３年 大岡
おおおか

　虹
ななあき

瑛
第４９回関東中学校陸上競技大会
中学男子走高跳　第６位
【主催：関東中学校体育連盟，埼玉県教育委員会他】

4 第２条 第３号 (1) 神代中 学校 ２年 槇村
まきむら

　せいあ
第４８回全日本中学校陸上競技選手権大会
中学女子１００mH　出場
【主催：（公財）日本中学校体育連盟，（公財）日本陸上競技連盟他】

３年 明石
あかし　

　侑奈
ゆうな

３年 松岡
まつおか

　莉央
りお

２年 早岡
はやおか

　万央
まお

２年 山上
やまがみ

　瑠奈
るな

２年 山口
やまぐち

　采実
ことの

２年 山崎
やまざき

　優和
ゆわ

該当規程 学校

【明石　侑奈・松岡　莉央・早岡　万央・山上　瑠奈・山口　采実
・山崎　優和】
第４９回関東中学校陸上競技大会
中学女子４×１００mリレー　出場
【主催：関東中学校体育連盟】

【明石　侑奈】
第４９回関東中学校陸上競技大会
中学女子四種競技　第３位
【主催：関東中学校体育連盟】
第４８回全日本中学校陸上競技選手権大会
中学女子四種競技　第５位
【主催：（公財）日本陸上競技連盟，（公財）日本中学校体育連盟】

【松岡　莉央】
第４９回関東中学校陸上競技大会
中学女子四種競技　出場
【主催：関東中学校体育連盟】

【山口　采実】
第４９回関東中学校陸上競技大会
中学２年女子　１００m　第８位
【主催：関東中学校体育連盟】

5 (1) 学校第３号 第三中第２条



令和３年度　調布市教育委員会表彰　被表彰者名簿　（敬称略）
令和４年２月１７日

No 基準 学年 個人・団体名 功績　（【　】・・・参考）

6 第２条 第３号 (1) 第三中 学校 ２年 佐藤
さとう

　琴美
ことみ

令和３年度全国中学校体育大会
第６１回全国中学校水泳競技大会
女子１００ｍ平泳ぎ第３位
女子２００ｍ平泳ぎ第３位
【主催：（公財）日本水泳連盟，（公財）日本中学校体育連盟他】

第４４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
１３～１４歳　女子１００ｍ平泳ぎ　第３位
１３～１４歳　女子２００ｍ個人メドレー第３位
CS　女子２００ｍ平泳ぎ　第５位

第６３回日本選手権(２５ｍ)水泳競技大会
女子２００ｍ平泳ぎ　第５位

ジャパンオープン２０２１（５０ｍ）
女子２００ｍ平泳ぎ第８位
【主催：（公財）日本水泳連盟】

7 第２条 第３号 (1) 第五中 学校 ２年 増本
ますもと

　黎
れ

虹
な

第４５回関東中学校水泳競技大会
女子１００m背泳ぎ　出場
【主催：関東中学校体育連盟，神奈川県教育委員会他】

8 第２条 第３号 (1) 第七中 学校 １年 小林
こばやし

　兼輔
けんすけ

令和３年度全国選抜ジュニアテニス選手権兼ワールドジュニアテニス世
界大会代表選考会
１２歳以下　男子シングルス　第３位
【主催：（公財）日本テニス協会，（公財）吉田記念テニス研修センター】
令和３年度全国選抜ジュニアテニス選手権関東予選大会
１２歳以下　男子第３位
【主催：関東テニス協会】

ＤＵＮＬＯＰ全日本ジュニアテニス選手権supported by NISSHINBO
１２歳以下　男子ダブルスの部　優勝
【主催：（公材）日本テニス協会，毎日新聞社】
第９５回関東ジュニアテニス選手権大会
１２歳以下男子ダブルスの部　ベスト８
【主催：関東テニス協会】
　
ＤＵＮＬＯＰ全日本ジュニアテニス選手権supported by NISSHINBO
１２歳以下　男子シングルスの部　出場
【主催：（公材）日本テニス協会，毎日新聞社】
令和３年度第９５回関東ジュニアテニス選手権
男子１２歳以下シングルス　優勝
【主催：関東テニス協会】

9 第２条 第３号 (1)

第二小
上ノ原小
若葉小
染地小
杉森小

学校 団体 調布イーグルス

JFA第４５回全日本U-１２サッカー選手権大会
出場
【主催：（公財）日本サッカー協会，（公財）日本スポーツ協会　日本スポー
ツ少年団　他】

10 第２条 第３号 (1) 第三中 学校 団体 バドミントン部
第５２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，関東バドミントン連盟他】

11 第２条 第３号 (1) 第三小 学校 ６年 清水
しみず

　愛里咲
ありさ

オセロ小学生グランプリ２０２１
小学生日本一決勝戦出場
【主催：（一社）日本オセロ連盟】

12 第２条 第３号 (1) 上ノ原小 学校 ６年 隠田
おんた

　悠人
ゆうと

第３１回日本クラシック音楽コンクール全国大会
ピアノ部門　小学校高学年男子の部　出場
【主催：（一社）日本クラシック音楽協会】

13 第２条 第３号 (1) 石原小 学校 ３年 志
しみず

水　伶
れい

衣
第３１回日本クラシック音楽コンクール全国大会
チェロ部門　小学校中学年の部　第４位
【主催：（一社）日本クラシック音楽協会】

該当規程 学校



令和３年度　調布市教育委員会表彰　被表彰者名簿　（敬称略）
令和４年２月１７日

No 基準 学年 個人・団体名 功績　（【　】・・・参考）

14 第２条 第３号 (1) 第八中 学校 １年 川畑
かわばた

　紗也
さや

第４１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　中学生の部　第５位
【主催：（一社）東京国際芸術協会】

15 第２条 第３号 (1) 第三中 学校 団体 吹奏楽部
第２７回日本管楽合奏コンテスト全国大会
中学校B部門　優秀賞
【主催：（公財）日本音楽教育文化振興会】

　　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）　７件

No 基準 学年 個人・団体名 功績　（【　】・・・参考）

1 第２条 第３号 (2) 多摩川小 学校 ６年 松澤
まつざわ

　七海
ななみ

第３４回東京カデット・ホープス卓球大会
ホープス女子６年生以下　第３位
【主催：（一社）東京都卓球連盟】

2 第２条 第３号 (2) 第三中 学校 ２年 松原
まつばら

　杏奈
あんな

第７４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】

3 第２条 第３号 (2) 第三中 学校 １年
酒井
さかい

　玲
れな

菜

宮本
みやもと　

　青
あおり

璃

第６４回東京都バドミントン新人大会
女子ダブルス　第３位
【主催：東京都中学校体育連盟】

4 第２条 第３号 (2) 第五中 学校 ２年 福田
ふくだ

　実智子
みちこ

第４１回東京都中学校新体操学年別新人大会
２学年　ボール　第２位
【主催：東京都中学校体育連盟】

5 第２条 第３号 (2) 上ノ原小 学校 団体 上ノ原ファントム

第９回東京都ネオホッケー大会
小学生低学年の部　準優勝
【主催：東京都フロアボール連盟】
【後援：（一社）日本フロアボール連盟】

6 第２条 第３号 (2) 第三中 学校 団体 陸上競技部
第６０回東京都中学校総合体育大会
女子総合第３位
【主催：東京都中学校体育連盟】

7 第２条 第３号 (2) 第五中 学校 ２年 大畑
おおはた

　明澄香
あすか 令和３年度「歯の作文」　優秀作文

【主催：（公社）東京都学校歯科医会】

該当規程 学校

該当規程 学校



令和３年度　調布市教育委員会表彰　被表彰者名簿　（敬称略）
令和４年２月１７日

令和２年度表彰分
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)　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）

３年 田中　碧
たなか　　　　 みどり

３年 豊田　花佳
とよだ　　　　　 はなか

３年 宮島　萌々
みやじま　　　　もも

２年 大場　愛紗
おおば　　　　 あいしゃ

２年 西田　春奈
にしだ　　　　　 はるな

1 第２条 第４号 - 第五中

令和２年度第２７回関東中学校選抜卓球大会
女子団体　東京都代表
【主催：関東卓球連盟】

令和３年１月に行われる予定だった上記の大会に女子団体の東京都代
表として出場が決定していた。しかし、新型コロナウィルス感染症の影響
で大会は中止となった。

成績は第２条関係第３号(1)「全国大会又は関東大会もしくはこれらに準
ずる大会・コンクール等に東京都・関東代表相当として出場したもの」に該
当すると認められる。

該当規程 学校

学校


