
＊表彰内容が平成27年12月から平成28年3月までのものは、平成27年度の所属・学年で記載しています。

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 港区立白金台幼稚園 年長 大野　虎徹

個人 品川区立二葉幼稚園 年長 今井　丈貴

個人 新宿区立落合第四小学校 小６ 加藤　咲

個人 足立区立西新井小学校 小６ 佐野　祐太

個人 足立区立西新井小学校 小５ 今田　雅貴

個人 足立区立西新井小学校 小５ 茶山　璃緒奈

個人 千代田区立神田一橋中学校 中３ 中野　香帆

個人 品川区立大崎中学校 中３ 野村　早希

個人 大田区立大森第六中学校 中３ 清住　今日子

個人 町田市立木曽中学校 中３ 伊藤　陽哉

個人 東京都立三鷹中等教育学校 中等３ 沼津　春夏

個人 東京都立大島高等学校 高３ 浜田　黎明

個人 東京都立南多摩中等教育学校 中等６ 佐藤　瞭

個人 東京都立板橋有徳高等学校 高２ 服部　悠夢

個人 東京都立大島海洋国際高等学校 高３ 土谷　魁悟

個人 東京都立桜修館中等教育学校 中等６ 尾崎　弦太

個人 東京都立三田高等学校 高１ 中島　慶哉

個人 東京都立小石川中等教育学校 中等６ 穴井　将人

個人 東京都立板橋有徳高等学校 高３ 井浦　悠斗

品川区立清水台小学校 小６ 木下　こと乃

品川区立清水台小学校 小６ 白石　証洋

品川区立清水台小学校 小６ 村﨑　つばめ

多摩市立多摩中学校 中３ 土井　琉志亜

多摩市立多摩中学校 中３ 風間　凜

団体 足立区立青井小学校 足立区立青井小学校５・６年生

団体 品川区立荏原平塚学園 品川区立荏原平塚学園ボランティア部

団体 青梅市立第一中学校 青梅市立第一中学校陸上競技部

団体 西東京市立田無第三中学校 西東京市立田無第三中学校生徒会

組

組
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団体 あきる野市立東中学校 あきる野市立東中学校技術研究部

団体 東京都立南多摩中等教育学校
東京都立南多摩中等教育学校
南多摩フィルハーモニー部

団体 東京都立南多摩中等教育学校
東京都立南多摩中等教育学校

防災活動支援隊

団体 東京都立国分寺高等学校 東京都立国分寺高等学校生物部

種別 学　　校　　名 学年 氏名・団体名

個人 品川区立城南幼稚園 年長 藤原　璃亜

個人 羽村市立富士見小学校 小６ 田口　陽菜

個人 東京都立永福学園 高等部３ 川村　一直

東京都立八丈高等学校 高３ 豊田　ののか

東京都立八丈高等学校 高３ 長岡　太郎

東京都立八丈高等学校 高３ 平井　わか

東京都立農芸高等学校 高１ 荒木　菜々子

東京都立農芸高等学校 高１ 関口　華澄

東京都立農芸高等学校 高１ 當間　千草

東京都立農芸高等学校 高１ 中村　琉聖

団体 東京都立駒場高等学校 東京都立駒場高等学校女子体操競技部

団体 東京都立駒場高等学校
東京都立駒場高等学校

駒場フィルハーモニーオーケストラ部

団体 東京都立八王子拓真高等学校 東京都立八王子拓真高等学校吹奏楽部

種別 学　　校　　名 学年 氏名・団体名

個人 町田市立忠生小学校 小６ 池田　しおり

個人 福生市立福生第四小学校 小６ 岩尾　永航

個人 東京都立神津高等学校 高３ 中村　友菜

青梅市立河辺小学校 小５ 丸山　幸希

青梅市立河辺小学校 小５ 岡部　弘

青梅市立第六小学校 小５ 片栁　麻姫

青梅市立第六小学校 小５ 金井　友香

青梅市立第六小学校 小５ 久保田　梅

青梅市立第六小学校 小５ 原島　夏祝

町田市立木曽境川小学校 小６ 渋谷　幸樹

町田市立忠生第三小学校 小６ 矢口　芽生子

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

組

組

組

組

組

２　表彰基準(2) 当該児童・生徒、団体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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奥多摩町立奥多摩中学校 中２ 古屋　賢司

奥多摩町立奥多摩中学校 中２ 本沢　希奈

奥多摩町立奥多摩中学校 中２ 森口　あかり

奥多摩町立奥多摩中学校 中２ 清原　志保

団体 杉並区立桃井第一小学校 桃一おはやしクラブ

団体 杉並区立井荻小学校 杉並区立井荻小学校６年生

団体 東大和市立第二小学校 東大和市立第二小学校和太鼓クラブ

団体 大田区立東調布中学校 大田区立東調布中学校三味線部

団体 江戸川区立葛西中学校 江戸川区立葛西中学校読み語り部

団体 江戸川区立葛西中学校 江戸川区立葛西中学校野球部

団体 江戸川区立松江第二中学校 江戸川区立松江第二中学校生徒会

団体 狛江市立狛江第一中学校 狛江市立狛江第一中学校生徒会

団体 東京都立田柄高等学校 東京都立田柄高等学校ボランティア部

団体 東京都立農芸高等学校 東京都立農芸高等学校和太鼓部

団体 東京都立大泉桜高等学校 東京都立大泉桜高等学校ボランティア部

団体 東京都立町田高等学校 東京都立町田高等学校和太鼓部

団体 東京都立成瀬高等学校 東京都立成瀬高等学校ボランティア部

団体 東京都立東久留米総合高等学校
東京都立東久留米総合高等学校

ボランティア部

団体 東京都立田無工業高等学校 東京都立田無工業高等学校生徒会

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

種別 学　　校　　名 学年 氏名・団体名

個人 中央区立久松小学校 小６ 小森　以愛

個人 港区立赤坂小学校 小１ 原田　玲花

個人 港区立芝小学校 小２ 小倉　千宙

個人 新宿区立天神小学校 小６ 森　仁太

個人 墨田区立外出小学校 小５ 石井　さくら

個人 目黒区立鷹番小学校 小１ 横山　醇

個人 板橋区立志村第六小学校 小５ 今村　陽向

個人 板橋区立高島第一小学校 小５ 谷山　佑里香

個人 足立区立千寿第八小学校 *小３ 相川　隆喜

個人 足立区立足立小学校 *小４ 菊池　晴

個人 葛飾区立花の木小学校 小４ 飯田　愛心

個人 江戸川区立清新ふたば小学校 小６ 田川　永和

組
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個人 調布市立北ノ台小学校 小４ 宮内　翼光

個人 町田市立小山田南小学校 小６ 宮本　和秀

個人 福生市立福生第六小学校 小５ 田中　ひな

個人 羽村市立羽村西小学校 小６ 佐藤　澪威

個人 羽村市立羽村東小学校 小６ 臼井　萌々

個人 羽村市立栄小学校 小４ ジュッフ　ムハマドゥ

個人 台東区立台東育英小学校 小６ 久保　淳之介

個人 中野区立武蔵台小学校 小１ 岡崎　凛玖

個人 杉並区立八成小学校 *小５ 石川　桃子

個人 北区立滝野川第四小学校 小３ 阿部　優翔

個人 荒川区立第二瑞光小学校 小６ 三浦　太郎

個人 板橋区立板橋第一小学校 小６ 徐　文燕

個人 練馬区立豊玉小学校 小２ 石井　めぐみ

個人 練馬区立上石神井北小学校 小４ 小林　夢果

個人 足立区立亀田小学校 *小４ 佐藤　海都

個人 江戸川区立船堀小学校 小３ 飯柴　慧

個人 江戸川区立北小岩小学校 小５ 石川　真衣

個人 武蔵野市立井之頭小学校 小２ 深田　真央

個人 青梅市立吹上小学校 小６ 大西　裕子

個人 青梅市立若草小学校 小６ 虻川　幸華

個人 東大和市立第二小学校 小４ 北村　隆之介

個人 清瀬市立清瀬第八小学校 小２ 山下　優里奈

個人 武蔵村山市立第一小学校 小２ 佐藤　彩音

個人 羽村市立羽村西小学校 小１ 河合　彩花

個人 羽村市立羽村東小学校 *小２ 島田　萌生

個人 世田谷区立緑丘中学校 中３ 佐藤　麗茉

個人 練馬区立田柄中学校 中２ 宮澤　まこ

個人 足立区立第四中学校 *中２ 今井　えり

個人 足立区立花保中学校 *中２ 渡久山　未来

個人 八王子市立中山中学校 中１ 加藤　翔平

個人 青梅市立西中学校 中２ 三島　遊

個人 青梅市立新町中学校 中３ 武藤　裕亮

個人 小金井市立小金井第一中学校 中３ 森　蒼佳

個人 小平市立小平第二中学校 中３ 内島　萌夏
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個人 国立市立国立第二中学校 中３ 荒井　悠太

個人 東京都立桜修館中等教育学校 中等３ 田沼　翔太

個人 台東区立駒形中学校 中３ 比留間　綺生

個人 目黒区立東山中学校 *中２ 藤枝　知洋

個人 ＊世田谷区立千歳小学校 *小６ 河村　汐莉

個人 ＊世田谷区立千歳小学校 *小６ 林　智大

個人 練馬区立開進第一中学校 中３ 大矢　萌香

個人 練馬区立田柄中学校 *中２ 小村　明花

個人 足立区立入谷南中学校 中３ 依田　みゆう

個人 八王子市立城山中学校 中１ 三浦　元

個人 ＊武蔵野市立第三小学校 *小６ 智田　あか音

個人 三鷹市立第五中学校 *中２ 森松　炎山

個人 青梅市立霞台中学校 中２ 伊藤　美佳

個人 ＊小平市立小平第三中学校 *中３ 押領司　里紗

個人 あきる野市立御堂中学校 中１ 田中　亜弥

個人 檜原村立檜原中学校 中３ 萱場　けやき

個人 東京都立立川国際中等教育学校 中等３ 眞下　理紗

個人 東京都立六本木高等学校 高３ 山口　晴加

個人 東京都立新宿山吹高等学校 高３ 宮城　太一

個人 東京都立新宿山吹高等学校 高３ 谷崎　史麿

個人 東京都立浅草高等学校 高３ 松本　七海

個人 東京都立浅草高等学校 高２ 相澤　沙織

個人 東京都立三田高等学校 *高２ 柴田　恵理

個人 東京都立駒場高等学校 高３ 亀井　理恵子

個人 東京都立雪谷高等学校 高３ 青柳　有香

個人 東京都立飛鳥高等学校 高３ 長野　風花

個人 東京都立農芸高等学校 高３ 有賀　翔

個人 東京都立田柄高等学校 高３ 安達　美有

個人 東京都立南多摩中等教育学校 中等５ 酒井　由悟

個人 東京都立清瀬高等学校 高３ 荒井　流風香

個人 東京都立大田桜台高等学校 *高２ 光田　カトリナ

個人 東京都立深川高等学校 高３ 森原　千加良

個人 東京都立杉並総合高等学校 高３ 小仁井　茅春

個人 東京都立小松川高等学校 高３ 遠藤　舞衣
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個人 東京都立文京盲学校 高等部１ 清水　滉太

個人 東京都立文京盲学校 高等部３ 内山　輝将

個人 東京都立文京盲学校 高等部　
専攻科２ 平岩　舞

個人 東京都立光明特別支援学校 高等部２ 丸山　桃菜

個人 東京都立南大沢学園 高等部３ 小松　美幸

個人 東京都立村山特別支援学校 高等部３ 岩田　拓弥

個人 東京都立青山特別支援学校 小学部５ 佐藤　緋眞佳

個人 東京都立葛飾盲学校 中学部２ 佐藤　翔

個人 東京都立文京盲学校 高等部２ 三刀屋　美鈴

組 新宿区立淀橋第四小学校 小６ 東　真衣

墨田区立緑小学校 小５ 中板　清乃

江東区立第二辰巳小学校 小６ 島本　真美

大田区立多摩川小学校 小６ 砂川　海羽

杉並区立東田小学校 小４ 坂本　エナ

江戸川区立南小岩小学校 小６ 渡辺　伊織

江戸川区立小松川第二小学校 小６ 佐藤　奈都美

調布市立富士見台小学校 小６ 佐藤　吹

品川区立延山小学校 ＊小３ 大森　陽翔

目黒区立駒場小学校 ＊小３ 熊ノ郷　翔斗

世田谷区立弦巻小学校 ＊小３ 鈴森　大洋

世田谷区立二子玉川小学校 ＊小２ 篠崎　康太

渋谷区立西原小学校 ＊小２ 平賀　孝信

渋谷区立幡代小学校 ＊小３ 高原　耀心

豊島区立清和小学校 ＊小３ 多田　藍

豊島区立駒込小学校 ＊小３ 駒木根　大成

江戸川区立小岩小学校 ＊小３ ホワイト塁

武蔵野市立境南小学校 ＊小３ 若林　泰平

三鷹市立第五小学校 ＊小３ 茨城　康瑛

小平市立小平第五小学校 ＊小２ 山口　虎太朗

東村山市立富士見小学校 ＊小３ 鈴木　晄

福生市立福生第三小学校 ＊小３ 工藤　秀生

西東京市立住吉小学校 ＊小３ 山田　展平

練馬区立大泉第三小学校 小６ 板垣　こころ

武蔵野市立桜野小学校 小６ 井口　詩音

組

組

組
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足立区立北三谷小学校 ＊小４ 鈴木　陽菜

足立区立長門小学校 ＊小４ 市川　倫子

組 江戸川区立第七葛西小学校 小６ 古川　夏凪

町田市立つくし野小学校 小５ 鈴木　莉緒

町田市立成瀬台小学校 小５ 鈴木　遥夏

町田市立成瀬中央小学校 小５ 長﨑　千怜

西東京市立向台小学校 ＊小４ 野口　駿平

西東京市立芝久保小学校 ＊小４ 柳川　瑠生

港区立高陵中学校 中２ 大内　愛子

江東区立深川第五中学校 中３ 浅野　菜々花

江東区立深川第五中学校 中１ 遠藤　明日香

調布市立神代中学校 中１ 山田　純葉

江東区立第二亀戸中学校 中３ 大澤　春花

江東区立第二砂町中学校 中３ 甲斐　碧海

足立区立入谷南中学校 中３ 山中　花梨

板橋区立上板橋第二中学校 中３ 庄司　朋世

日野市立三沢中学校 中３ 松浦　麻理亜

練馬区立練馬東中学校 中２ 渡邉　日菜

八王子市立陵南中学校 中２ 小川　花音

八王子市立宮上中学校 中２ 石田　茉央

府中市立府中第四中学校 中３ 堀之内　萌

府中市立府中第六中学校 中３ 北澤　美菜恵

府中市立府中第八中学校 中３ 松田　凛日

昭島市立瑞雲中学校 中３ 安尾　琴乃

小平市立小平第四中学校 中３ 近藤　帆夏

練馬区立光が丘第二中学校 中１ 五十嵐　美結

稲城市立向陽台小学校 小６ 高島　萌果

練馬区立大泉学園中学校 中１ 鈴木　蒼大

練馬区立石神井中学校 中１ 豊田　秀真

調布市立神代中学校 中１ 宮内　優希

組 練馬区立大泉中学校 中１ 藤井　乙葉

練馬区立関中学校 中３ 原田　光

調布市立調布中学校 中３ 藤田　航洋

組 小平市立小平第二中学校 中１ 内島　舞子

組

組

組

組

組

組

組

組

組

組
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東京都立青井高等学校 高３ 江畠　凜斉

東京都立小松川高等学校 高３ 中川　大誠

東京都立六本木高等学校 高３ 佐々木　亮宇

東京都立荻窪高等学校 高３ 重田　千聖

東京都立立川高等学校 高４ 土方　実伎彦

東京都立八王子拓真高等学校 高４ 木下　出海

組 東京都立六本木高等学校 高３ 山田　りさ

東京都立一橋高等学校 高３ 塚田　沙知

東京都立稔ヶ丘高等学校 高３ 亀田　一葉

組 東京都立上野高等学校 高３ 辻田　尚史

組 東京都立三鷹中等教育学校 中等６ 長又　実優

東京都立世田谷泉高等学校 高４ 杉浦　翔太

東京都立町田高等学校 高４ 福田　叶彩

東京都立清瀬高等学校 高２ 佐藤　華

東京都立清瀬高等学校 高２ 島津　文恵

東京都立駒場高等学校 高３ 沖山　槙之介

東京都立白鷗高等学校 高２ 山﨑　亮太

東京都立白鷗高等学校 高２ 吉岡　宙輝

東京都立田無工業高等学校 高３ 大坪　裕太

東京都立田無工業高等学校 高３ 菊池　恭輔

東京都立田無工業高等学校 高３ 宮本　樹

東京都立羽村特別支援学校 高等部３ 金澤　直樹

東京都立永福学園 高等部３ 吉川　圭祐

東京都立永福学園 高等部３ 上田　貢輔

東京都立志村学園 高等部１ 石綿　洵哉

東京都立志村学園 高等部２ 小島　晟矢

東京都立志村学園 高等部２ 渡邉　賢剛

東京都立志村学園 高等部３ 堀越　佑哉

東京都立志村学園 高等部３ 佐藤　輝

組 東京都立羽村特別支援学校 高等部３ 伊藤　慎

団体 中央区立常盤小学校 インベーダーTokiwa

団体 港区立白金小学校 港区立白金小学校合唱団

団体 港区立港南小学校 港区立港南小学校

団体 台東区立富士小学校 台東区立富士小学校吹奏楽部

組

組

組

組

組

組

組

組
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団体 江東区立明治小学校 江東区立明治小学校マーチングバンド

団体 世田谷区立千歳小学校 世田谷区立千歳小学校吹奏楽団

団体 日野市立七生緑小学校 七生緑小学校合唱団

団体 足立区立第四中学校 足立区立第四中学校空手部

団体 江戸川区立上一色中学校 江戸川区立上一色中学校野球部

団体 小平市立小平第二中学校 小平市立小平第二中学校男子テニス部

団体 小平市立小平第二中学校 小平市立小平第二中学校女子テニス部

団体 杉並区立泉南中学校 杉並区立泉南中学校放送演劇部

団体 足立区立上沼田中学校 かみぬまたＰＲＩＤＥ

団体 足立区立上沼田中学校 ネクストかみぬまたＰＲＩＤＥ

団体 葛飾区立金町中学校 葛飾区立金町中学校アナウンス部

団体 江戸川区立鹿本中学校 江戸川区立鹿本中学校吹奏楽部

団体 青梅市立第六中学校 青梅市立第六中学校吹奏楽部

団体 東京都立足立新田高等学校 足立新田高等学校トランポリン部

団体 東京都立新宿山吹高等学校 東京都新宿山吹高等学校自転車競技部

団体 東京都立小松川高等学校 東京都立小松川高等学校ボート部

団体 東京都立小松川高等学校 東京都立小松川高等学校ボート部

団体 東京都立世田谷泉高等学校 東京都立世田谷泉高等学校サッカー部

団体 東京都立荻窪高等学校 東京都立荻窪高等学校男子バスケットボール部

団体 東京都立荻窪高等学校 東京都立荻窪高等学校女子バスケットボール部

団体 東京都立八王子拓真高等学校 東京都立八王子拓真高等学校サッカー部

団体 東京都立世田谷総合高等学校 東京都立世田谷総合高等学校ダンス部

団体 東京都立戸山高等学校 東京都立戸山高等学校囲碁将棋部

団体 東京都立立川ろう学校
東京都立立川ろう学校

中学部女子バレーボール部

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

種別 学　　校　　名 学年 氏名・団体名

個人 東京都立本所工業高等学校 高１ 上園　正樹

個人 東京都立立川高等学校 高１ 山西　仁

＊青梅市立第二小学校 ＊小６ 髙橋　然

＊青梅市立第二小学校 ＊小６ 髙野　友希

青梅市立第二小学校 ＊小４ 内田　勘太

青梅市立第二小学校 ＊小４ 髙橋　樂

組
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北区立十条富士見中学校 ＊中１ 鈴木　夢果

北区立十条富士見中学校 ＊中１ 奥田　美和

北区立十条富士見中学校 ＊中１ 吉川　あずさ

北区立十条富士見中学校 ＊中１ 向井　宏守

東京都立富士森高等学校 高１ 竹本　大地

東京都立多摩工業高等学校 高１ 宮崎　智大

東京都立瑞穂農芸高等学校 高１ 上野　宏昌

東京都立小平西高等学校 高１ 植田　新

東京都立小平西高等学校 高１ 小川　大輝

東京都立小平西高等学校 高１ 奥村　優貴

東京都立小平西高等学校 高１ 菅野　雄太

組

組

組
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