
 
 

議案第３４号  

 

 

町田市教育委員会児童生徒表彰について  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ２０２１年１月８日提出  

                                       町田市教育委員会  

                                         教育長  坂本  修一  

 

 

 

 

（提案理由説明）  

 

本件は、他の模範となる行いをした児童・生徒又は芸術、文化、

スポーツ等の分野で活躍し優秀な成績を収めた児童・生徒を、町田

市教育委員会児童生徒表彰規程に基づき、表彰するものです。  

 



個人対象 ３０件 （小学校１１件・中学校１９件） 2021年1月現在
団体対象 １件　 （小学校１件）

［内訳］ （個人１６件）
（個人１４件・団体１件）

【個人】
＜小学校＞

学　校　名 名　　前 学年

1 町田第一小学校 権東　璃々 ６年
アーチェリー大
会

第２回ゴールデンエイジカップアーチェリー大会
兼２０２０年ＧＡ育成チーム選考会
小学生の部　女子　第４位

2 藤の台小学校 三浦　蝶琥 ４年 初期消火活動
火災を早期発見し、消火活動を行い、被害の軽減を図りまし
た。

3 藤の台小学校 米原　羽菜 ２年 初期消火活動
火災を早期発見し、消火活動を行い、被害の軽減を図りまし
た。

4 藤の台小学校 安原　佑樹 ５年 初期消火活動
火災を早期発見し、通報と初期消火を行い、被害の軽減を図
りました。

5 藤の台小学校 安原　あずみ ３年 初期消火活動
火災を早期発見し、通報と初期消火を行い、被害の軽減を図
りました。

6 藤の台小学校 下野　美織 ３年 初期消火活動
火災を早期発見し、通報と初期消火を行い、被害の軽減を図
りました。

7 鶴川第一小学校 高橋　琉 ６年 サッカー大会
ＪＦＡ第４４回全日本Ｕ－１２サッカー選手権大会
東京都大会　優勝

8 大戸小学校 原　海人 ６年
伝統芸能の継
承

地域の伝統芸能（大戸囃子）の練習に２年以上熱心に参加
し、地域のお祭りなどに出演し、日々努力を重ねながら地域
の発展につとめました。

9 大戸小学校 河内　芽 ６年
伝統芸能の継
承

地域の伝統芸能（大戸囃子）の練習に２年以上熱心に参加
し、地域のお祭りなどに出演し、日々努力を重ねながら地域
の発展につとめました。

10 大戸小学校 近藤　己太郎 ６年
伝統芸能の継
承

地域の伝統芸能（大戸囃子）の練習に２年以上熱心に参加
し、地域のお祭りなどに出演し、日々努力を重ねながら地域
の発展につとめました。

11 大戸小学校 阿部　麗 ６年
伝統芸能の継
承

地域の伝統芸能（大戸囃子）の練習に２年以上熱心に参加
し、地域のお祭りなどに出演し、日々努力を重ねながら地域
の発展につとめました。

＜中学校＞

学　校　名 名　　前 学年

1 町田第一中学校 諸戸　大地 ３年 サッカー大会
高円宮杯　第３２回ＪＦＡ全日本ユース（U－15）
サッカー選手権大会・東京都予選会
Ｅブロック　第１位

2 町田第二中学校 永野　寬己 ３年 野球大会 第48回日本リトルシニア日本選手権大会　出場

3 町田第三中学校 小関　舞姫 ３年 陸上大会
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年走り幅跳　第２位

4 南大谷中学校 西村　すみれ １年 水泳大会
第1回東京都中学校特別水泳大会
女子100ｍ背泳ぎ　第１位

表　彰　事　由

表　彰　事　由

 2020年度町田市教育委員会児童生徒表彰　表彰候補者一覧

初期消火活動・伝統文化の継承活動　　１６件
優秀な成果（スポーツ）　　　　　　　　　　１５件 【合計３１件】
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学　校　名 名　　前 学年 表　彰　事　由

5 南大谷中学校 石川　芹 ３年 新体操大会
第20回全日本新体操クラブ団体選手権
ジュニアの部　リボン５　第１位

6 つくし野中学校 原　未希乃 ３年 新体操大会
第20回全日本新体操クラブ団体選手権
ジュニアの部　リボン５　第１位

7 南成瀬中学校 鈴木　莉緒 ３年 水泳大会

第43回（2020年度）全国JOCジュニアオリンピックカップ
夏季水泳競技大会　高等学校・中学校
47都道府県通信水泳競技大会
女子100ｍ自由形　第１位

8 鶴川中学校 中溝　ひかり ３年 新体操大会
第20回全日本新体操クラブ団体選手権
ジュニアの部　リボン５　第１位

9 鶴川第二中学校 長谷川　颯香 ２年
スポーツクライミ
ング大会

スポーツクライミング
第6回ボルダリングユース日本選手権葛飾大会
女子ユースＢ　第３位

10 真光寺中学校 髙山　蓮音 ２年 新体操大会
第5回全日本男子新体操クラブ選手権大会
団体選手権　ジュニアの部　第１位

11 真光寺中学校 大川　生流 ２年 水泳大会

第43回（2020年度）全国JOCジュニアオリンピックカップ
夏季水泳競技大会　高等学校・中学校
47都道府県通信水泳競技大会
男子200ｍ平泳ぎ　第１位

12 真光寺中学校 佐藤　春樹 ３年 空手大会
第14回ＪＫＪＯ全日本ジュニア空手道選手権大会
中学２～３年男子　47ｋｇ未満クラス　出場

13 忠生中学校 矢吹　隼人 ３年
伝統芸能の継
承

地域の伝統芸能（根岸囃子連）の練習に２年以上熱心に参加
し、地域のお祭りなどに出演し、日々努力を重ねながら地域
の発展につとめました。

14 忠生中学校 守屋　凜音 ３年
伝統芸能の継
承

地域の伝統芸能（根岸囃子連）の練習に２年以上熱心に参加
し、地域のお祭りなどに出演し、日々努力を重ねながら地域
の発展につとめました。

15 忠生中学校 越村　勇作 ３年
伝統芸能の継
承

地域の伝統芸能（図師はやし連）の練習に２年以上熱心に参
加し、地域のお祭りなどに出演し、日々努力を重ねながら地
域の発展につとめました。

16 堺中学校 齋藤　碧 ３年
伝統芸能の継
承

地域の伝統芸能（坂下はやし連）の練習に２年以上熱心に参
加し、地域のお祭りなどに出演し、日々努力を重ねながら地
域の発展につとめました。

17 堺中学校 矢田　妃依 ３年
伝統芸能の継
承

地域の伝統芸能（三ツ目囃子振興会）の練習に２年以上熱心
に参加し、地域のお祭りなどに出演し、日々努力を重ねなが
ら地域の発展につとめました。

18 堺中学校 竹川　愛美 ３年
伝統芸能の継
承

地域の伝統芸能（三ツ目囃子振興会）の練習に２年以上熱心
に参加し、地域のお祭りなどに出演し、日々努力を重ねなが
ら地域の発展につとめました。

19 堺中学校 三頭　心都葉 ３年
伝統芸能の継
承

地域の伝統芸能（三ツ目囃子振興会）の練習に２年以上熱心
に参加し、地域のお祭りなどに出演し、日々努力を重ねなが
ら地域の発展につとめました。

【団体】

代表者在籍校 団体名

1 成瀬台小学校
町田玉川学園少
年野球クラブ

野球大会
東京都知事杯第３回東京都軟式野球マクドナルド・ジュニア
チャンピオンシップ　優勝

表　彰　事　由

参考
【今後提出予定の追加案件】 計８件

発明 ６件

※全国大会出展の決定が１２月末だったため、〆切に間に合わず、追加推薦となりました。

「公益社団法人発明協会 青少年創造性グループ」による予選会を経て「第79回全日本学生児童発明くふう展」へ出展

芸術部門（全国大会） ２件

※児童から情報を得たのが１２月末であったため推薦のタイミングが遅れました。

学展（外務省、東京都教育委員会後援の大会）で最優秀賞（１位）と審査員特別賞（５位）の作品
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