
 
 

議案第２７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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ２０２２年１月７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 ６６件 （小学校２０件・中学校４６件）
団体対象 ５件　 （小学校３件・中学校２件）

［内訳］ （個人１３件）
５件 （個人５件）

優秀な成果（スポーツ）　　　　　　　　　　　　５０件 （個人４７件・団体３件）
優秀な成果（文化） 　　　　　　　　３件 （個人１件・団体２件）

＜小学校＞
学　校　名 名　　前 学年

1 町田第四小学校 内海　綾乃 1年 発明コンテスト 第64回東京都児童生徒発明くふう展　特別賞

2 南第一小学校 加藤　柚稀 6年
ダンスコンクー
ル

第9回全日本小中学生ダンスコンクール全国大会
中学生オープン参加の部　銀賞

3 南第一小学校 猿橋　日葵 6年
ダンスコンクー
ル

第9回全日本小中学生ダンスコンクール全国大会
中学生オープン参加の部　銀賞

4 南第四小学校 佐藤　桜羽 6年 水泳大会
2021年度第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
11～12歳　女子50ｍ自由形　第2位

5 小川小学校 佐藤　望結 6年
ダンスコンクー
ル

第9回全日本小中学生ダンスコンクール全国大会
中学生オープン参加の部　銀賞

6 成瀬中央小学校 後藤　一花 6年 水泳大会
2021年度第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
11～12歳　女子４×50ｍフリーリレー　第2位

7 南成瀬小学校 衞藤　葵 5年
ダンスコンクー
ル

第9回全日本小中学生ダンスコンクール全国大会
中学生オープン参加の部　銀賞

8 南成瀬小学校 大庭　唯奈 6年 陸上大会
第24回ジュニア陸上競技・チャレンジカップ東京
女子6年走り幅跳　第8位

9 南つくし野小学校 柏木　万璃 5年 発明コンテスト 第64回東京都児童生徒発明くふう展　優秀賞

10 鶴川第四小学校 西下　優海帆 5年 水泳大会
2021年度第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
10歳以下　女子4×50ｍメドレーリレー　第1位

11 忠生小学校 山内　心々音 6年
伝統芸能の継
承

地域の伝統芸能（矢部はやし連）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。

12 小山田南小学校 阿久津　希海 6年 発明コンテスト 第64回東京都児童生徒発明くふう展　特別賞

13 小山田南小学校 鎌田　真穂 6年
伝統芸能の継
承

地域の伝統芸能（矢部はやし連）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。

14 木曽境川小学校 畠山　礼楽 6年
伝統芸能の継
承

地域の伝統芸能（木曽囃子連）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 木曽境川小学校 森田　羽斐 6年
伝統芸能の継
承

地域の伝統芸能（木曽囃子連）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。

16 小山小学校 金井　里緒奈 5年 水泳大会
2021年度第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
10歳以下　女子4×50ｍメドレーリレー　第1位

17 小山中央小学校 玉橋　和可菜 6年
ソフトテニス大
会

全日本小学生ソフトテニス選手権大会東京都予選会　第1位

表　彰　事　由
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人命救助・伝統文化の継承活動　　 　　　　１３件
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学　校　名 名　　前 学年 表　彰　事　由

18 小山中央小学校 井上　桜花香 5年 空手大会 第9回全日本ジュニアチャンピオンシップ　出場

19 小山中央小学校 井上　すみれこ 2年 空手大会 第9回全日本ジュニアチャンピオンシップ　出場

20 相原小学校 二ノ井　喜生 5年
アーチェリー大
会

第16回全日本小学生中学生アーチェリー選手権大会
リカーブ部門小学生男子18ｍの部　第2位

＜中学校＞

学　校　名 名　　前 学年

1 町田第一中学校 権東　璃々 1年
アーチェリー大
会

第14回東京都小学生・中学生アーチェリー大会
中学生30ｍの部　第1位

2 町田第一中学校 田才　葵 2年 新体操大会
第41回東京都中学校新体操学年別新人大会
2年生の部　ボール　1位

3 町田第一中学校 大塚　理琴 2年 絵画コンクール 第71回学展　中学部　入賞

4 町田第一中学校 奥田　大輝 3年 野球大会 リポビタンカップ　第52回日本少年野球選手権大会　出場

5 町田第二中学校 津島　彪冴 3年 陸上大会 第60回東京都中学校総合体育大会　110ｍハードル　第2位

6 町田第二中学校 小林　慶大 3年
アイスホッケー
大会

第42回全国中学校アイスホッケー大会 出場

7 町田第二中学校 細谷　健心 1年 水泳大会
2021年度第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
11～12歳　男子100ｍ背泳ぎ　第5位

8 南大谷中学校 西村　すみれ 2年 水泳大会
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背泳ぎ　第5位

9 南大谷中学校 山口　弘登 3年 野球大会 リポビタンカップ　第52回日本少年野球選手権大会　出場

10 南大谷中学校 小玉　晃久 3年 野球大会 第29回ヤングリーグ選手権大会　出場

11 南中学校 武村　柑菜 1年
ダンスコンクー
ル

第9回全日本小中学生ダンスコンクール全国大会
中学生オープン参加の部　銀賞

12 つくし野中学校 岸　龍之介 3年 ＢＭＸ大会
第38回全日本自転車競技選手権ＢＭＸレース
クルーザー・男子13-29歳　第1位

13 つくし野中学校 米澤　美優 3年 水泳大会
2021年度第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200ｍバタフライ　第5位

14 つくし野中学校 岡本　純太 3年 野球大会 リポビタンカップ　第52回日本少年野球選手権大会　出場

表　彰　事　由
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学　校　名 名　　前 学年 表　彰　事　由

15 つくし野中学校 日向　優斗 3年 野球大会 第29回ヤングリーグ選手権大会　出場

16 つくし野中学校 山口　奏多 3年 野球大会 第29回ヤングリーグ選手権大会　出場

17 つくし野中学校 北原　想太 3年 野球大会 第29回ヤングリーグ選手権大会　出場

18 つくし野中学校 新井田　一路 3年 野球大会 第29回ヤングリーグ選手権大会　出場

19 成瀬台中学校 志澤　美樹 2年
ダンスコンクー
ル

第9回全日本小中学生ダンスコンクール全国大会
中学生オープン参加の部　銀賞

20 成瀬台中学校 髙岸　彩南 1年
ダンスコンクー
ル

第9回全日本小中学生ダンスコンクール全国大会
中学生オープン参加の部　銀賞

21 南成瀬中学校 富永　龍雅 3年 野球大会 第29回ヤングリーグ選手権大会　出場

22 鶴川中学校 渡邉　稜香 3年 ラグビー大会 第27回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会　出場

23 鶴川中学校 河野　陽向 3年 野球大会 第29回ヤングリーグ選手権大会　出場

24 鶴川第二中学校 増田　遥希 3年 サッカー大会 第36回日本クラブユースサッカー選手権（U-15)大会　第1位

25 薬師中学校 前岡　里奈 2年 発明コンテスト 第64回東京都児童生徒発明くふう展　特別賞

26 薬師中学校 小玉　群青 3年 野球大会 第29回ヤングリーグ選手権大会　出場

27 真光寺中学校 髙山　蓮音 3年 新体操大会 第39回全日本ジュニア新体操選手権大会　個人総合　第3位

28 真光寺中学校 大川　生流 3年 水泳大会
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
男子平泳ぎ100ｍ　第1位

29 忠生中学校 滝沢　柚葉 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。

30 忠生中学校 薮田　ゆな 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。

31 忠生中学校 成田　楓月 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。

32 忠生中学校 栗山　翔太 3年 野球大会 リポビタンカップ　第52回日本少年野球選手権大会　出場

33 忠生中学校 宮川　聖治 3年 野球大会 第29回ヤングリーグ選手権大会　出場

34 木曽中学校 松浦　将悟 3年 野球大会 第29回ヤングリーグ選手権大会　出場
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学　校　名 名　　前 学年 表　彰　事　由

35 小山田中学校 藤巻　志帆 3年 一輪車大会
2021全日本一輪車競技大会
ソロ演技部門アーティスティック部門女子中学生の部　第4位

36 小山田中学校 森田　玲央 3年 ラグビー大会 第27回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会　出場

37 小山中学校 大澤　桃香 2年 発明コンテスト 第64回東京都児童生徒発明くふう展　特別賞

38 小山中学校 梁　瑜娜 3年 模範的行動
下校時に遭遇した負傷者に対し、介抱などの対応を行い人命
救助をしました。

39 小山中学校 古賀　達也 3年 模範的行動
下校時に遭遇した負傷者に対し、介抱などの対応を行い人命
救助をしました。

40 小山中学校 山田　優月 3年 模範的行動
下校時に遭遇した負傷者に対し、介抱などの対応を行い人命
救助をしました。

41 小山中学校 村石　充生 3年 模範的行動
下校時に遭遇した負傷者に対し、介抱などの対応を行い人命
救助をしました。

42 小山中学校 池　瑛友 3年 水泳大会 第45回関東中学校水泳競技大会　男子200ｍ背泳ぎ　第7位

43 小山中学校 金井　亜緒依 1年 水泳大会
2021年度第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
クラス11～12歳　女子100ｍ平泳ぎ　第5位

44 堺中学校 永山　芽依 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。

45 堺中学校 杉野　福乃 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。

46 堺中学校 星野　優翔 3年 野球大会 リポビタンカップ　第52回日本少年野球選手権大会　出場

【団体】

代表者在籍校 団体名

1 町田第一小学校

セントラル成瀬
10歳以下
女子4×50ｍ
メドレーリレー
チーム

水泳大会
2020年度第43回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
春季水泳競技大会
10歳以下　女子4×50ｍメドレーリレー　優勝

2 成瀬中央小学校 Vivace
ダンスコンクー
ル

第9回全日本小中学校ダンスコンクール全国大会
中学生オープン参加の部　銅賞

3 鶴川第二小学校
鶴川第二小学校
合唱団

合唱コンクール
第88回　ＮＨＫ全国学校音楽コンクール　東京都コンクール
小学校の部　金賞

4 鶴川第二中学校
鶴川第二中学校
合唱部

合唱コンクール 第76回東京都合唱コンクール　混声合唱の部　金賞

5 鶴川第二中学校 町田RGもりの 新体操大会
全日本新体操クラブ団体選手権
団体選手権・ジュニアの部　第2位

表　彰　事　由
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