
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 品川区立伊藤幼稚園 年長 佐藤　広大

個人 昭島市立玉川小学校 小４ 清水　遥河

個人 小金井市立緑小学校 小４ 安原　優奈

個人 武蔵村山市立第七小学校 小６ 保土原　海翔

個人 羽村市立栄小学校 小６ 西　愛栞

個人 葛飾区立小松中学校 中２ 佐久川　ありす

個人 東京都立小石川中等教育学校 中等６ 秋元　郁

個人 東京都立南多摩中等教育学校 中等５ 佐藤　欽哉

個人 東京都立江東商業高等学校 高１ 大澤　春花

個人 東京都立西高等学校 高２ 鈴木　万純

個人 東京都立千歳丘高等学校 高３ 中村　風翔

個人 東京都立桐ヶ丘高等学校 高３ 原　珠羅音

個人 東京都立石神井高等学校 高３ バティヴァカロロ　アテザ優海

個人 東京都立井草高等学校 高３ 前田　真美

個人 東京都立田柄高等学校 高２ 小池　さゆり

個人 東京都立中野工業高等学校 高３ 本橋　竜輔

個人 東京都立農芸高等学校 高３ 高坂　呼幸

個人 東京都立水元小合学園 高等部３ 関川　崇哉

個人 東京都立久我山青光学園 中等部２ 渡辺　健

東京都立農芸高等学校 高２ 畠　弥子

東京都立農芸高等学校 高２ ミッチェル　サマンサ明

東京都立農芸高等学校 高３ 瀨戸　きいろ

東京都立農芸高等学校 高３ 町田　あずさ

団体 東大和市立第八小学校 東大和市立第八小学校代表委員会

団体 港区立御成門中学校 港区立御成門中学校生徒会

団体 品川区立浜川中学校 品川区立浜川中学校ボランティア推進委員会

団体 品川区立荏原第一中学校 品川区立荏原第一中学校サッカー部

団体 調布市立第四中学校 調布市立第四中学校防災ボランティアチーム

団体 東大和市立第四中学校 東大和市立第四中学校生徒会

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前期陸上競技部

組

＊表彰内容が平成28年12月から平成29年3月までのものは、平成28年度の所属・学年で記載している。
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団体 東京都立桜町高等学校 東京都立桜町高等学校天文部

団体 東京都立練馬工業高等学校 東京都立練馬工業高等学校生徒会

団体 東京都立大塚ろう学校 東京都立大塚ろう学校５・６年生

種別 学　校　名 学年 氏名・団体名

個人 羽村市立富士見小学校 小６ 栗原　有輝

個人 福生市立福生第一中学校 中３ 水野　翠子

個人 東京都立南多摩中等教育学校 中等５ 山﨑　ののか

個人 東京都立三田高等学校 高２ 植草　来海

個人 東京都立三田高等学校 高２ 畝本　佑喜

個人 東京都立三田高等学校 高２ 大谷　海

個人 東京都立三田高等学校 高２ 田澤　日緒里

個人 東京都立八丈高等学校 高３ 源　正樹

個人 東京都立山崎高等学校 高３ 大谷　友我

個人 東京都立山崎高等学校 高３ 蓮井　若香那

品川区立御殿山幼稚園 年少 田村　響

品川区立御殿山幼稚園 年長 桾澤　志成

東京都立八丈高等学校 高３ 菊池　蓮

東京都立八丈高等学校 高３ 田代　大樹

団体 品川区立清水台小学校 品川区立清水台小学校６年生

団体 品川区立荏原第六中学校 品川区立荏原第六中学校サッカー部

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前期科学部

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

女子バレーボール部

団体 東京都立赤羽商業高等学校 東京都立赤羽商業高等学校ボランティア有志

団体 東京都立井草高等学校 東京都立井草高等学校書道部

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

組

組
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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 齋藤　悠

個人 町田市立木曽中学校 中３ 矢口　将己

個人 東京都立千歳丘高等学校 高３ 佐藤　弘

町田市立忠生小学校 小６ 朝見　樹

町田市立忠生小学校 小６ 長谷川　涼斗

小平市立小平第十三小学校 小４ 市川　美紗子

小平市立小平第十三小学校 小４ 岡野　奈々実

小平市立小平第十三小学校 小４ 山下　史乃

板橋区立志村第一小学校 小５ 安田　颯馬

板橋区立志村第二小学校 小５ 相樂　凌真

板橋区立志村第三小学校 小３ 水谷　桃菜

板橋区立志村第三小学校 小４ 佐藤　春陽

板橋区立志村第三小学校 小４ 藤井　颯太郎

板橋区立富士見台小学校 小５ 小松　立樹

板橋区立志村第一中学校 中１ 大越　夏海

板橋区立志村第一中学校 中２ 小松　功樹

板橋区立志村第一中学校 中３ 大越　凜花

板橋区立志村第一中学校 中３ 鈴木　大介

板橋区立志村第一中学校 中３ 髙木　惇成

練馬区立石神井西小学校 小１ 酒井　和希

練馬区立石神井西中学校 中２ 有澤　朋希

団体 大田区立東調布第三小学校 大田区立東調布第三小学校合唱団

団体 世田谷区立東深沢小学校 世田谷区立東深沢小学校和太鼓チームこざくら

団体 世田谷区立給田小学校 給田小子どもばやし

団体 東久留米市立第九小学校 東久留米九小舞組

団体 墨田区立文花中学校 墨田区立文花中学校ジュニアレスキュー隊

団体 品川区立東海中学校 品川区立東海中学校生徒会

団体 品川区立大崎中学校 品川区立大崎中学校生徒会本部

団体 東京都立足立東高等学校 東京都立足立東高等学校和太鼓部

団体 東京都立北園高等学校 東京都立北園高等学校生徒会有志

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 東京都立稔ヶ丘高等学校 東京都立稔ヶ丘高等学校ボランティア部

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

3



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 港区立白金の丘小学校 小３ 名村　愛子

個人 文京区立明化小学校 小４ 田端　大樹

個人 墨田区立緑小学校 小６ 中板　清乃

個人 墨田区立外手小学校 小５ 小宮山　結月

個人 墨田区立両国小学校 小２ 籾山　大空

個人 江東区立枝川小学校 小１ 末廣　瑛菜

個人 江東区立枝川小学校 小４ 末廣　一晴

個人 大田区立北糀谷小学校 小５ 上野　響哉

個人 世田谷区立等々力小学校 小５ 柴田　陽

個人 中野区立平和の森小学校 小２ 別所　優月

個人 中野区立みなみの小学校 小５ 梶原　莉奈

個人 板橋区立大谷口小学校 小４ 田中　伶奈

個人 練馬区立練馬小学校 小２ 奥山　詩歩

個人 練馬区立練馬小学校 小４ 奥山　咲季

個人 練馬区立高松小学校 小４ 大岩　真海羽

個人 足立区立栗島小学校 小６ 神山　遥人

個人 足立区立西伊興小学校 小３ 片岡　美月

個人 江戸川区立葛西小学校 小３ 上田　愛友里

個人 江戸川区立第五葛西小学校 小５ 新田　慎吾

個人 立川市立松中小学校 小６ 髙原　一希

個人 三鷹市立第六小学校 小４ 久利　紗弓

個人 青梅市立第二小学校 小２ 野嵜　一晴

個人 青梅市立第二小学校 小３ 小林　貴篤

個人 青梅市立第二小学校 小４ 野嵜　然新

個人 青梅市立第三小学校 小５ 出口　結子

個人 青梅市立河辺小学校 小５ 河口　歩幸

個人 青梅市立藤橋小学校 小４ 坂野　萌寧

個人 町田市立鶴川第二小学校 小６ 梅田　康太

個人 町田市立つくし野小学校 小５ 中川　美希

個人 日野市立潤徳小学校 小２ 横須賀　悠人

個人 福生市立福生第六小学校 小６ 今村　健太郎

個人 東久留米市立第五小学校 小６ 寺沢　健太

個人 武蔵村山市立第七小学校 小５ 成澤　美咲

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 
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個人 稲城市立城山小学校 小５ 安東　遥喜

個人 稲城市立平尾小学校 小４ 児玉　颯飛

個人 港区立三田中学校 中２ 稲垣　瑠奈

個人 江東区立第二亀戸中学校 中３ 金塚　友依

個人 江東区立第二亀戸中学校 中３ 渋澤　花奈

個人 江東区立第二亀戸中学校 中３ 矢野　大樹

個人 江東区立大島中学校 中２ 黒部　和花

個人 品川区立浜川中学校 中３ 田南部　魁星

個人 中野区立第七中学校 中３ 大平　知雅

個人 練馬区立田柄中学校 中２ 竹葉　智子

個人 練馬区立谷原中学校 中３ 吉田　順哉

個人 足立区立第四中学校 中３ 米盛　希々子

個人 足立区立第十三中学校 中３ 滝田　静海

個人 足立区立第十四中学校 中１ 吉岡　あおい

個人 葛飾区立金町中学校 中１ 矢内　麻尋

個人 八王子市立第六中学校 中３ 戸髙　淳之介

個人 八王子市立椚田中学校 中２ 前原　優真

個人 青梅市立第二中学校 中３ 髙橋　華楓

個人 府中市立浅間中学校 中２ 内藤　万愛

個人 昭島市立多摩辺中学校 中３ 成田　華

個人 稲城市立稲城第一中学校 中３ 鈴木　ひかり

個人 東京都立両国高等学校附属中学校 中１ 竹居　勇登

個人 千代田区立九段中等教育学校 中等３ 河井　勇人

個人 東京都立小石川中等教育学校 中等４ 小川　広水

個人 東京都立小石川中等教育学校 中等６ 押見　祥太

個人 東京都立三鷹中等教育学校 中等３ 宮下　青生

個人 東京都立桜修館中等教育学校 中等５ 栗林　由子

個人 東京都立足立新田高等学校 高２ 井浦　一希

個人 東京都立足立新田高等学校 高３ 今関　俊介

個人 東京都立足立新田高等学校 高３ 羽出山　将

個人 東京都立浅草高等学校 高２ 上野　鈴華

個人 東京都立神代高等学校 高４ 柏原　大樹

個人 東京都立王子総合高等学校 高３ 清水　彰人

個人 東京都立大泉桜高等学校 高３ 鈴木　正起

個人 東京都立南平高等学校 高１ 矢野　愛奈

個人 東京都立八王子拓真高等学校 高２ 吉田　孟永

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 
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個人 東京都立八王子桑志高等学校 高３ 小笠原　匠海

個人 東京都立立川高等学校 高４ 南平　優果

個人 東京都立府中西高等学校 高３ 福島　優太郎

個人 東京都立国立高等学校 高２ 野﨑　航平

個人 東京都立第五商業高等学校 高２ 高橋　媛伽

個人 東京都立武蔵高等学校 高２ 田口　康之

個人 東京都立福生高等学校 高３ 安田　大

個人 東京都立小平高等学校 高２ 瀧田　桃

個人 東京都立小平高等学校 高３ 畑澤　美瑠

個人 東京都立文京盲学校 高等部専攻科２ 蓑和田　一洋

個人 東京都立文京盲学校 高等部専攻科２ 西島　宏夢

港区立港南小学校 小６ 塚原　葵

台東区立松葉小学校 小５ 市川　遥菜

江東区立豊洲小学校 小５ 吉原　英香

江東区立東雲小学校 小６ 渥美　舞依子

杉並区立東田小学校 小５ 坂本　エナ

江戸川区立北小岩小学校 小６ 羽富　めい

文京区立昭和小学校 小４ 長谷　明日香

北区立滝野川小学校 小５ 糸山　さくら

荒川区立尾久西小学校 小５ ロイド　珠里亜

荒川区立第二瑞光小学校 小５ 大和田　幸那

組 千代田区立麹町小学校 小５ 胡　清晏

墨田区立両国小学校 小６ 川島　朝陽

足立区立青井小学校 小６ 仕黒　詠士

江戸川区立上小岩小学校 小６ 中村　麻那

江東区立第五大島小学校 小５ 山下　順一朗

江東区立第五大島小学校 小５ 山下　宗一郎

組 江東区立第二辰巳小学校 小６ 西野　菜穂

大田区立池雪小学校 小５ 河原　愛花

世田谷区立深沢小学校 小５ 比留間　ほの香

国分寺市立第二小学校 小５ 磯部　由佳

狛江市立狛江第三小学校 小５ 岩田　夏穂

稲城市立稲城第七小学校 小６ 西田　瑠菜

日の出町立大久野小学校 小６ 野村　文楓

日の出町立平井小学校 小６ 髙野　鈴奈

日の出町立平井小学校 小６ 髙野　蓮奈

組

組

組

組

組

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

6



大田区立池雪小学校 小６ 髙野　来蒔

練馬区立大泉学園緑小学校 小４ 今井　乃愛瑠

府中市立府中第四小学校 小６ 竹内　遥香

府中市立若松小学校 小５ 白坂　琉璃

小平市立小平第六小学校 小２ 皆川　恵茉

小平市立小平第六小学校 小５ 山下　恵衣

小平市立小平第十五小学校 小５ 入澤　美空

国立市立国立第七小学校 小４ 神尾　朱理

西東京市立けやき小学校 小３ 橋村　妃翔

西東京市立けやき小学校 小６ 橋村　羽奏

組 北区立王子小学校 小６ 川崎　翔暉

板橋区立志村第五小学校 小４ 藤本　煌天

板橋区立前野小学校 小２ 船戸　景介

板橋区立前野小学校 小６ 鵜沼　明良

板橋区立前野小学校 小６ 亀岡　聖成

板橋区立前野小学校 小６ 田中　祐一

板橋区立板橋第七小学校 小４ 小島　康紘

板橋区立上板橋第二小学校 小３ 佐藤　翼

板橋区立大谷口小学校 小６ 小山　純平

板橋区立紅梅小学校 小５ 久保田　航平

板橋区立徳丸小学校 小３ 與那城　勇月

板橋区立徳丸小学校 小６ 齋藤　慶祐

足立区立西新井第一小学校 小６ 萩尾　絆斗

足立区立長門小学校 小４ 川俣　紬

葛飾区立金町小学校 小４ 成田　実生

葛飾区立花の木小学校 小４ 朝倉　茉咲

江戸川区立南小岩第二小学校 小４ 山谷　眞桜

組 足立区立長門小学校 小６ 川俣　灯

組 町田市立小山小学校 小５ 辻野　亜子

組

組

組

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 
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小金井市立小金井第一小学校 小５ 清水　羚悟

小金井市立小金井第一小学校 小５ 長沢　周

小金井市立小金井第一小学校 小５ 古山　嵩朗

小金井市立小金井第一小学校 小６ 高橋　賢伍

小金井市立東小学校 小５ 堀川　陸

小金井市立緑小学校 小４ 西川　惺梛

小金井市立南小学校 小６ 大久保　昌憲

福生市立福生第三小学校 小６ 本多　洸希

組 稲城市立稲城第七小学校 小６ 小川　凜太郎

羽村市立武蔵野小学校 小６ 井出　久美

あきる野市立多西小学校 小４ 髙橋　結愛

あきる野市立多西小学校 小４ 役　優衣

あきる野市立多西小学校 小６ 北林　栞奈

あきる野市立多西小学校 小６ 栗田　満理奏

あきる野市立多西小学校 小６ 髙橋　星愛

あきる野市立多西小学校 小６ 知名　杏珠

あきる野市立多西小学校 小６ 山﨑　晴菜

あきる野市立多西小学校 小６ 渡邊　りさ

あきる野市立南秋留小学校 小５ 菅原　瑠美

あきる野市立南秋留小学校 小５ 船津　ひかり

あきる野市立草花小学校 小５ 金澤　亜樹

あきる野市立草花小学校 小５ 吉添　結依

千代田区立麹町中学校 中１ 新井　晟矢

江東区立深川第四中学校 中１ 藤原　隆聖

江東区立深川第五中学校 中１ 市沢　怜

江東区立深川第五中学校 中１ 定塚　元輝

江東区立第三亀戸中学校 中１ 宮原　慶太郎

江東区立砂町中学校 中１ 橋本　大輔

江東区立第三砂町中学校 中１ 矢島　夏希

江東区立第二南砂中学校 中１ 井上　龍都

江東区立有明中学校 中１ 中嶋　友哉

組 千代田区立麹町中学校 中１ 前田　花菜

港区立高陵中学校 中３ 大内　愛子

練馬区立練馬中学校 中３ 藤山　威茉里

墨田区立中和小学校 小６ 石井　健大

江東区立深川第七中学校 中１ 中村　匡希

組

組

組

組

組

＊ 
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世田谷区立砧中学校 中２ 遠藤　渚

三鷹市立第五中学校 中２ 磯野　美優

調布市立神代中学校 中２ 渡邊　楓梨

調布市立第三中学校 中２ 能村　光咲

板橋区立志村第六小学校 小６ 今村　陽向

中央区立晴海中学校 中１ 嶋田　圭吾

北区立十条富士見中学校 中１ 野口　琥徹

練馬区立石神井中学校 中２ 豊田　秀真

練馬区立大泉学園中学校 中２ 鈴木　蒼大

練馬区立石神井東中学校 中２ 児玉　朱梨

練馬区立八坂中学校 中１ 石井　舞乃

足立区立足立小学校 小６ 菊池　晴

足立区立長門小学校 小６ 市川　倫子

葛飾区立花の木小学校 小６ 飯田　愛心

葛飾区立金町中学校 中１ 菅野　奈美

組 足立区立渕江中学校 中３ 木村　果奈未

組 町田市立小山田中学校 中３ 臼井　礼人

小平市立小平第二中学校 中３ 小澤　夏輝

小平市立小平第二中学校 中３ 中　基

組 羽村市立羽村第二中学校 中３ 菊島　宙

東京都立小石川中等教育学校 中等２ 鴨田　薫佳

東京都立小石川中等教育学校 中等２ 佐藤　恒太郎

東京都立小石川中等教育学校 中等２ 山本　俊太朗

東京都立白鷗高等学校 高３ 山﨑　亮太

東京都立白鷗高等学校 高３ 吉岡　宙輝

組 東京都立上野高等学校 高３ 松島　拓海

東京都立浅草高等学校 高３ 相澤　沙織

東京都立浅草高等学校 高３ 藤井　奈美

東京都立浅草高等学校 高４ 松本　七海

東京都立江戸川高等学校 高４ 深井　ひろか

東京都立北園高等学校 高２ 小島　洋明

東京都立北園高等学校 高２ 樋口　萌

東京都立福生高等学校 高１ 佐藤　玲皇

東京都立福生高等学校 高２ 佐藤　竜樹

組

組

組

組

組

組

組

組

組

組

組

組

＊ 

＊ 

＊ 
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東京都立永福学園 高等部２ 大泉　里果

東京都立永福学園 高等部２ 菊池　楓

東京都立永福学園 高等部３ 木浪　珠里

東京都立永福学園 高等部３ 吉田　彩佳

東京都立永福学園 高等部３ 川口　司

東京都立永福学園 高等部３ 栁澤　波生大

団体 武蔵野市立第一小学校 武蔵野市立第一小学校吹奏楽団

団体 日野市立七生緑小学校 日野市立七生緑小学校合唱団

団体 中央区立日本橋中学校 中央区立日本橋中学校吹奏楽部

団体 板橋区立赤塚第三中学校 板橋区立赤塚第三中学校吹奏楽部

団体 練馬区立関中学校 練馬区立関中学校剣道部

団体 足立区立第十四中学校 足立区立第十四中学校吹奏楽部

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 町田市立鶴川第二中学校 町田市立鶴川第二中学校合唱部

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 羽村市立羽村第一中学校 羽村市立羽村第一中学校吹奏楽部

団体 東京都立足立新田高等学校 東京都立足立新田高等学校相撲部

団体 東京都立農産高等学校
東京都立農産高等学校定時制課程

園芸部＆創作造形部

団体 東京都立白鷗高等学校 東京都立白鷗高等学校百人一首部

団体 東京都立大江戸高等学校 東京都立大江戸高等学校卓球部

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卓球部

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 東京都立桜町高等学校 東京都立桜町高等学校軽音楽部　Bamboo

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
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軟式野球部

団体 東京都立文京盲学校 東京都立文京盲学校ゴールボール部

組

組
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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 世田谷区立玉川中学校 中１ 船水　悠花

個人 福生市立福生第一中学校 中２ 檀　未来

個人 東京都立大江戸高等学校 高２ 村上　凌平

個人 東京都立練馬工業高等学校 高１ 鈴木　優良

個人 東京都立羽村高等学校 高２ 鈴木　美月

江東区立深川第三中学校 中３ 長澤　翼

江東区立深川第八中学校 中３ 濱田　陽成

世田谷区立玉川中学校 中２ 川田　柊真

世田谷区立玉川中学校 中２ 千葉　雄太

調布市立第七中学校 中３ 青柳　悠大

調布市立第七中学校 中３ 髙野　修

町田市立小山中学校 中３ 石川　直生

町田市立小山中学校 中３ 柏瀬　航大

町田市立小山中学校 中３ 矢澤　太希

福生市立福生第一中学校 中２ 荻原　天音

福生市立福生第一中学校 中２ 鎌田　明里

福生市立福生第一中学校 中２ 師岡　栞那

清瀬市立清瀬第三中学校 中１ 瀧田　翔彩

清瀬市立清瀬第三中学校 中１ 渡辺　蓮

武蔵村山市立第三中学校 中１ 石原　隆晟

武蔵村山市立第三中学校 中１ 立仙　健太

東京都立農業高等学校 高１ 金子　楓雅

東京都立農業高等学校 高１ 仁平　脩統

東京都立農業高等学校 高１ 松島　恭樹

東京都立農業高等学校 高１ 安田　航平

組

組

組

組

※氏名等の公表を希望していない児童・生徒等を除く。

組

組

組

組

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 
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