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文 化 部 門
 英語検定
▪貞苅七海（瑞光小３年）
▪伊能伽哉子（瑞光小４年）
▪岡光姫（瑞光小５年）
▪溝口日哉（瑞光小５年）
▪小谷野真桜（瑞光小６年）
▪中村久遠（瑞光小６年）
▪羽川真奈（瑞光小６年）
▪福井くらら（汐入小５年）
▪武藤晃明（汐入小５年）
▪飯塚葵（汐入小６年）
▪髙橋勇人（汐入小６年）
▪野上裕貴（汐入小６年）
▪広瀬美南（汐入小６年）
▪𠮷識礼人（汐入東小４年）
▪江﨑嘉為（汐入東小５年）
▪宮入瑚武（汐入東小５年）
▪疋田脩人（汐入東小６年）
▪安柾昱（峡田小６年）
▪大原崇臣（峡田小６年）
▪遠藤美咲（第三峡田小６年）
▪金銅咲良（第四峡田小６年）
▪冨岡詩恩（尾久第六小５年）
▪次田心結（尾久第六小６年）
▪曾羽豊（赤土小３年）
▪渡邉真央（赤土小６年）
▪竹縄葵（尾久宮前小６年）
▪谷野慧知（第一日暮里小６年）
▪三友奏人（第二日暮里小３年）
▪髙橋賢人（ひぐらし小４年）
▪森結衣（ひぐらし小５年）
▪栁澤璃子（聖学院小４年）
▪徐マイケル（第四中２年）
▪南龍一（第四中２年）
▪池田マリア（第四中３年）
▪徳原恵梨（第四中３年）
▪カデルプラキャト（第五中３年）
▪S

ス ジ ャ ル

ujalP
パ イ ニ

aini（第七中３年）
▪盧語軒（第九中３年）
▪中山心吾（南千住第二中３年）
▪石原希（原中３年）
 漢字検定 
▪田悠徹（汐入東小５年）
▪大越修造（汐入東小６年）
▪疋田脩人（汐入東小６年）
▪朱健維（第三瑞光小４年）
▪吉開くるみ（第三瑞光小４年）
▪山口湊央（第三瑞光小５年）
▪岩﨑有瑠萌（第三瑞光小６年）
▪髙草木咲良（第三瑞光小６年）
▪竹下怜（第三瑞光小６年）
▪林栞愛（第三瑞光小６年）
▪槌田泰己（峡田小６年）
▪前田有莉奈（第四峡田小６年）
▪高橋佑（第五峡田小４年）
▪伊達統真（尾久小６年）
▪中島眞佳（尾久宮前小６年）
▪塩島理史（第三日暮里小６年）
▪服部文音（第三中３年）
▪松井珊吾（第三中３年）
▪瀧澤莉々咲（第四中３年）
▪三宅伶名（第四中３年）
▪小林陽香（第九中３年）
▪増田紗佳（尾久八幡中３年）
▪谷川幸穗（南千住第二中２年）
▪渡邊結月（南千住第二中２年）
▪髙橋京介（原中３年）
 数学検定 
▪田悠徹（汐入東小５年）
▪筒井優（第一中２年）
▪草野仁（第一中３年）
▪篠田来叶（第三中２年）
▪清野小春（第三中２年）
▪大場椋太（第三中３年）
▪川嶋勇輝（第三中３年）
▪鈴木舶之介（第三中３年）
▪服部文音（第三中３年）
▪藤江王栄（第三中３年）
▪棟方佑人（第三中３年）
▪渡邉彩斗（第七中３年）
▪小寺凜平（第九中３年）
▪小林陽香（第九中３年）
▪新野星（第九中３年）
▪青山皓太（南千住第二中３年）
▪後藤美雪（南千住第二中３年）
▪小泉桜嘉（原中３年）

 珠算・暗算検定 
▪唐澤ひなた（瑞光小５年）
▪小林歌里（瑞光小６年）
▪中村久遠（瑞光小６年）
▪髙野遼介（第三瑞光小３年）
▪杉平笑和（第三瑞光小４年）
▪掛田結心（第三瑞光小５年）
▪鈴木勝也（第三瑞光小５年）
▪山口湊央（第三瑞光小５年）
▪竹下怜（第三瑞光小６年）
▪梶岡煌大（汐入小３年）
▪内門洋翔（汐入小４年）
▪柴山二湖（汐入小６年）
▪小村柚芽（汐入東小５年）
▪加島佑果（汐入東小６年）
▪河野瑞月（汐入東小６年）
▪國生陽美（汐入東小６年）
▪清水百音（汐入東小６年）
▪小谷美織（峡田小４年）
▪濱田慶太（峡田小４年）
▪小泉文那（第四峡田小６年）
▪清水苺香（第五峡田小５年）
▪鈴木義智（赤土小２年）
▪松﨑蒼侑（赤土小４年）
▪吉村高輝（第六日暮里小４年）
▪橋本慧（第六日暮里小５年）
▪木村亮太（ひぐらし小３年）
▪今井亮介（ひぐらし小６年）
▪並木萌子（第三中３年）
 料理検定 
▪稲上翔子（瑞光小２年）
▪山田留里花（瑞光小４年）
▪古川琉偉（第三瑞光小２年）
▪田中万葉（第三瑞光小４年）
▪山口莉里亜（第三瑞光小４年）
▪髙草木美月（第三瑞光小５年）
▪古川琉斗（第三瑞光小５年）
▪京藤愛香（汐入小３年）
▪柄澤怜花（汐入東小４年）
▪坂井照（第六瑞光小２年）
▪伊藤愛梨（第六瑞光小５年）
▪塚田彩歌（第二峡田小５年）
▪大山愛夢（第三峡田小４年）
▪中島花美（第四峡田小３年）
▪矢田小晴（第四峡田小６年）
▪野口小春（第九峡田小３年）
▪遠藤李江（尾久小３年）
▪若山温（尾久小４年）
▪荻原志織（尾久小６年）
▪古島芽依（尾久小６年）
▪渡邊深優（尾久小６年）
▪川良日菜（尾久西小３年）
▪小松優里（尾久西小６年）
▪小野田和歌（尾久第六小６年）
▪西村和弥（尾久第六小６年）
▪櫻井優輝（赤土小５年）
▪青山文緒（大門小５年）
▪長岡沙季（尾久宮前小３年）
▪柳瀬絢音（尾久宮前小４年）
▪渡辺日奈（尾久宮前小４年）
▪片岡めぐみ（尾久宮前小５年）
▪川嶌光（尾久宮前小６年）
▪大野晴菜（第一日暮里小３年）
▪海老澤柑菜（第二日暮里小３年）
▪藤井智城（第二日暮里小５年）
▪櫻田苺依（第三日暮里小５年）
▪山本桃歌（第三日暮里小５年）
▪大村恒稀（第六日暮里小４年）
▪宮原衣千子（ひぐらし小５年）
▪庄睿（原中２年）
▪篠田夏海（諏訪台中１年）
 防災検定 
▪岡田優人（第一中２年）
▪佐藤律太（第九中１年）
▪江連隆太（尾久八幡中３年）
▪加藤秋（荒川工業高１年）
▪下田望友（城東高１年）
▪ 五十嵐健人（東京工業大学附
属科学技術高１年）
▪工藤汰朗（日本橋高１年）
 調べる学習 
▪水落菜月（汐入小６年）
▪太田智教（尾久小３年）
▪若山温（尾久小４年）
▪冨岡知紗都（尾久小５年）
▪水口巴乃（赤土小２年）
▪野村美月（赤土小３年）
▪山﨑大河（赤土小３年）
▪水口仁乃（赤土小５年）

▪渡邉真央（赤土小６年）
▪小林瑠璃（尾久宮前小３年）
▪津端瞳和（ひぐらし小５年）
▪宮原衣千子（ひぐらし小５年）
▪齊藤百香（第三中１年）
▪末永夢（第三中２年）
▪張玲菜（第三中２年）
▪村松夏芽（第三中２年）
▪高橋歩菜（第三中３年）
▪竹田侑平（第三中３年）
▪立石美琴（第三中３年）
▪永岡真奈（第三中３年）
▪並木萌子（第三中３年）
▪米山実穂（第三中３年）
▪湯澤希心（第七中１年）
▪久保田瑚 （々南千住第二中２年）
▪飛田弥和（諏訪台中１年）
▪畑中実（諏訪台中１年）
 作文 
▪上羽宏明（瑞光小３年）
▪小泉明日香（第三瑞光小６年）
▪宮田竜乃介（赤土小４年）
▪寺内彩夏（尾久宮前小６年）
 標語 
▪余語玲羅（第三中１年）
▪小口慈久実（原中３年）
俳句 
▪河城優志（瑞光小５年）
▪松澤澄（瑞光小６年）
▪坂井十和子（第二瑞光小５年）
▪坂本陸翔（第四中２年）
▪作間蒼良（第四中２年）
▪李諒祐（第四中２年）
▪瀧澤莉々咲（第四中３年）
▪重田渉（開成高１年）
▪垂水文弥（開成高１年）
 詩吟 
▪青山文緒（大門小５年）
 カルタ 
▪飛田杏花（台東区立根岸小４年）
 書道 
▪伊藤悠（汐入小４年）
▪三橋舞桜（赤土小６年）
▪及川侑香
▪林雅美
▪本田英之
▪溝口順子
 絵画 
▪岡田将知（第三瑞光小１年）
▪日下真緒（汐入小４年）
▪網野竣太（第五峡田小２年）
▪小田邉洋花（赤土小３年）
▪渡邉一輝（赤土小３年）
▪佐藤萌香（赤土小６年）
▪藤澤一真（第三日暮里小３年）
▪菊地さら沙（第六日暮里小６年）
▪中村都麦（第四中３年）
▪平田真菜実（第四中３年）
 版画 
▪野田凌万（第五峡田小５年）
 ポスターコンクール 
▪今瀬ひより（尾久第六小６年）
▪齊藤百香（第三中１年）
▪笛木夏姫（諏訪台中２年）
 ISOプログラム 
▪秋山哲平（筑波大学附属中１年）
 数学オリンピック 
▪東谷勇太（開成高２年）
▪宿田彩斗（開成高２年）
▪米田寛峻（開成高２年）
 情報オリンピック 
▪神尾悠陽（開成高１年）
▪米田寛峻（開成高２年）
 プログラミング 
▪上原直人（開成中３年）
▪＜ランダムな文字列＞（開成高）
▪令で和るビ太郎（開成高）
 科学コンテスト 
▪浅野凪（南千住第二中２年）
▪池﨑響（南千住第二中２年）
▪齊藤碧（南千住第二中２年）
 フォトコンテスト 
▪深澤万里（荒川工業高１年）
 吹奏楽 
▪第一中学校吹奏楽部
▪尾久八幡中学校吹奏楽部
▪諏訪台中学校吹奏楽部
 民謡民舞 
▪田澤このか（諏訪台中３年）

 演劇 
▪尾久八幡中学校演劇部
 新聞スクラップ 
▪井出村真衣（第九中２年）
▪中村隼土（第九中２年）

スポーツ部門
 鉄人レース・イン・汐入
▪太宰剛（汐入東小２年）
▪射殘紗葉（汐入東小３年）
▪太宰杏華（汐入東小４年）
▪國生陽美（汐入東小６年）
▪高田隆太（第五峡田小６年）
▪小泉玲紗（尾久西小２年）
▪寺西美知（赤土小５年）
 水泳
▪寺西美知（赤土小５年）
▪沖山悠太（第一中３年）
▪ロイド珠里亜（第七中１年）
▪大和田幸那（南千住第二中１年）
▪服部暖大（南千住第二中３年）
▪櫻井俊作（暁星中１年）
▪上川颯斗（台東区立忍岡中３年）
▪内山弘士
▪大内陽平
▪小泉結城
▪鈴木晶太
▪中川正之
▪首都大レジェンド
 駅伝
▪生井沢琉偉（汐入東小６年）
▪超マッハＸ
 陸上競技
▪遠藤潤喜（瑞光小６年）
▪岩山優梨愛（第一中１年）
▪須田光浬（第一中１年）
▪渡邊守（第一中２年）
▪田中洸瑠（第一中３年）
▪頓宮櫻子（第一中３年）
▪深見哲志（第一中３年）
▪第一中学校女子
▪第一中学校２年生女子
▪第三中学校１年生女子
▪小島沙恵良（尾久八幡中３年）
▪瀧澤由依（尾久八幡中３年）
▪尾久八幡中学校３年生女子
▪飯國新太（南千住第二中２年）
▪大川昌樹（南千住第二中２年）
▪佐野文香（南千住第二中２年）
▪渡邉葵菜（南千住第二中２年）
▪南千住第二中学校
▪木下敬心（諏訪台中２年）
▪相原悠人（諏訪台中３年）
▪石田啓（諏訪台中３年）
▪早川楓馬（諏訪台中３年）
▪諏訪台中学校１年生男子
▪諏訪台中学校１年生女子
▪諏訪台中学校２年生男子
▪諏訪台中学校３年生男子
▪齋藤みのり
▪谷田部美華
 一輪車
▪渡邉空南（瑞光小４年）
▪山田湖桃（第五峡田小５年）
▪身浦愛結（第五峡田小６年）
▪髙橋実杏（諏訪台中１年）
 柔道
▪石本斗真（赤土小２年）
▪押田祐希（第九中２年）
 剣道
▪今津久雄
 フェンシング
▪羽石祐丹（瑞光小４年）
 空手
▪高橋琥珀（瑞光小６年）
▪鈴木逸星（汐入小２年）
▪髙岡玲奈（汐入小２年）
▪小杉柊太（汐入小３年）
▪末永照（汐入東小５年）
▪竹屋結翔（汐入東小５年）
▪小泉裕海（第五峡田小６年）
▪秋山丈侑（第三日暮里小６年）
▪小林蓮奈（第一中１年）
▪花井杏霞（第三中１年）
▪髙岡珠里（南千住第二中１年）
 レスリング
▪山本悠人（汐入東小６年）
▪菊地一瑳（埼玉栄中３年）

 わんぱく相撲
▪柳澤芽奈（第二峡田小２年）
▪手塚陽葵（第二峡田小５年）
▪第二峡田小学校
▪北久保秀隆（第一日暮里小５年）
▪小林春佳（第三日暮里小６年）
 バトン
▪須賀愛結佳（第七峡田小２年）
▪末次美結（第七峡田小５年）
▪輿石真緒（第七中１年）
▪ＭＫＥシャイニングスター
▪南千住D

ド リ ー ム

ream S
シ ス タ ー ズ

isters☆M
ミ ド ル

IDDLE
▪南千住Dream Sisters☆H

ヒ ー ロ ー

ERO
 ドッヂビー
▪杵島希（汐入小４年）
▪富山琥珀（汐入東小４年）
▪柏原ことみ（尾久第六小６年）
▪Ｓ

ス ピ ー ド シ ョ ッ ト

ｐｅｅｄＳｈｏｔ
▪ウエストシックス
▪ウエストシックス  

ジュニア

 キンボール
▪ＺスターＨ

ハ ッ ピ ー

ＡＰＰＹ
▪Ｚスターロケラン
▪あらかわＫＣクローバー
▪あらかわＫＣタイガー
▪汐入ペンギンズおっさんず
▪宮前タートルズＦ

フ ラ ッ シ ュ

ＬＡＳＨ
 サッカー
▪尾久八幡中学校特別支援学級
ドリブルシュートチーム
▪ＦＣリガール
 フットサル
▪Ｌ

ラ ル ゴ

ＡＲＧＯ.ＦＣ（Ｕ
アンダー

-15）
 ソフトテニス
▪原中学校女子ソフトテニス部
▪市川克己
▪熊谷信夫
▪小松代智夫
▪鈴木節子
▪鈴木司
 卓球
▪永田斗真（尾久小６年）
▪原圭佑（尾久八幡中２年）
▪尾久八幡中学校男子卓球部
 バドミントン
▪深尾優太（汐入東小６年）
▪高橋冴（第一中３年）
▪第一中学校バドミントン部
▪國弘一葉（第三中２年）
▪深尾日向子（第三中３年）
▪猪口笑愛（諏訪台中２年）
▪横山美紅（諏訪台中２年）
▪大串綺理（諏訪台中３年）
 バレーボール
▪第四中学校男子バレーボール部
▪原中学校バレーボール部
▪町屋クラブ
 ビーチボール
▪尾久六．８

エイト

▪Ｋ
キ ッ ズ

ｉｄｓ．８
エイト

▪Ｗ
ウ エ イ ブ

ａｖｅ ｅｘ
▪エックス
▪東京Ｂ

ボ ー ズ

ＯＺＥ
▪西尾久エイトロアーズ
▪ハーモニー星

きらきら

▪ピーチ・マムＡ
ア ズ

－Ｚ
▪ピンクラビット
▪ｍ

ミ ッ シ ー

ｉｓｓｙ
 野球
▪南千住ペガサス
▪荒川ジャンプ
▪荒川コンドル
 ソフトボール
▪佐藤千愛姫（大門小６年）
 スキー
▪山ノ井太郎（第一日暮里小４年）
 スピードスケート
▪宇田一稀（汐入東小６年）
 スポーツ大会
▪東里琉成（尾久小５年）
 チアリーディング
▪吉海結衣（汐入東小３年）
▪武廣若菜（第七峡田小５年）
 釣魚
▪四方田正司
▪荒川区釣魚連合会
 トランポリン
▪大熊七翠（尾久小３年）

　荒川区教育委員会では、学校の課外活動、生涯学習、スポーツ等
の分野で活躍した皆さんに「荒川区教育委員会褒賞」を贈り、その
功績を称えています。令和元年度の受賞者は、次の皆さんです（敬
称略）。
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