
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。

平成29年度の褒賞贈呈式は３月９日に行いました。受賞者は、次の皆さんです（敬称略）。

問合せ 教育総務課　☎内線３３１３

スポーツ部門
 鉄人レース・イン・汐入 
▪片山悠（第三瑞光小３年）
▪太宰杏華（汐入東小２年）
▪生井沢琉偉（汐入東小４年）
▪村上芽衣（汐入東小５年）
▪川上莉央（汐入東小６年）
▪大隈時成（第四峡田小２年）
▪寺西美知（赤土小３年）
▪阿部竜典（第三日暮里小５年）
 マラソン 
▪西山瑞希（汐入東小３年）
▪生井沢琉偉（汐入東小４年）
▪寺西美知（赤土小３年）
▪原義一
▪松井俊介
 陸上競技 
▪八幡千尋（第一中２年）
▪小林透子（第一中３年）
▪関谷拓海（第一中３年）
▪細野浩陽（第一中３年）
▪三浦亜梨（第一中３年）
▪梅澤日向子（第三中３年）
▪神長颯太（第三中３年）
▪川端響（第四中２年）
▪小林雅也（第四中３年）
▪佐久間萌音（第五中３年）

▪廿野真緒（第五中３年）
▪第九中学校２年生女子
▪第九中学校２年生男子
▪小松龍汰（原中３年）
▪田中悠太（原中３年）
▪原中学校１年生男子
▪原中学校
▪猪口笑菜（諏訪台中３年）
▪島貫恵梨子（諏訪台中３年）
▪山下佳太（諏訪台中３年）
▪諏訪台中学校３年生男子
 一輪車 
▪西山瑞希（汐入東小３年）
 柔道 
▪手塚陽葵（第二峡田小３年）
▪佐藤七菜（尾久第六小５年）
▪押田祐希（大門小６年）
 テコンドー 
▪中澤芯真（第七峡田小５年）
 空手 
▪髙岡珠里（汐入小５年）
▪塚田友樹（汐入小６年）
▪花井杏霞（汐入東小５年）
▪田中妃奈恵（第五峡田小３年）
▪小泉裕海（第五峡田小４年）
▪樋口遥太（第三中２年）
 相撲 
▪清水春陽（汐入東小６年）

▪第一中学校相撲部
 剣道 
▪佐藤佳怜（瑞光小５年）
▪南千住警察署少年剣道部
▪ 健介（筑波大３年）
 体操 
▪赤塚公規（南千住第二中３年）
 バトン 
▪永瀬ひまり（第五峡田小３年）
▪石井芽美（第七峡田小３年）
▪岡田梛未（第七峡田小３年）
▪武廣若菜（第七峡田小３年）
▪須賀未梨愛（第七峡田小５年）
▪輿石真緒（尾久第六小５年）
▪酒井奏津（大門小６年）
▪ＭＫＥシャイニングハート
▪輿石菜緒（第七中２年）
▪酒井萌々子（竹台高３年）
 フィギュアスケート 
▪今瀬ひより（尾久第六小４年）
 ボウリング 
▪白坂陽
 水泳 
▪大和田幸那（第二瑞光小５年）
▪小松匠史（峡田小６年）
▪ロイド珠里亜（尾久西小５年）
▪笠原大希（第一中３年）
▪丹治美奈子（諏訪台中１年）

▪栗塚勇成（早稲田中３年）
▪首都大なでしこ
 キンボール 
▪あらかわＫＣＭＭＹＨ
▪あらかわＫＣタイガー
▪あらかわＫＣ鉄腕ゲッツ
▪荒川Ｚ☆スタージョーカー
▪ あらかわ宮前タートルズ 
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▪ あらかわ宮前タートルズ 
チーム八幡

▪汐入ペンギンズＣ
 サッカー 
▪開成学園サッカー部
▪Ｌ

ラ ル ゴ

ＡＲＧＯ
 卓球 
▪永田斗真（尾久小４年）
▪喜耒心咲（第三中２年）
▪板坂眞生（尾久八幡中２年）
▪巻田懐（尾久八幡中２年）
▪八島大地（尾久八幡中２年）
▪後藤世羽（尾久八幡中３年）
▪尾久八幡中学校女子卓球部
▪尾久八幡中学校男子卓球部
▪Ｔ
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 バスケットボール 
▪ 尾久八幡中学校女子バスケッ
トボール部

 バドミントン 
▪深尾優太（汐入東小４年）
▪土屋明莉（汐入東小５年）
▪國弘一葉（汐入東小６年）
▪ 第一中学校男子バドミントン部
▪ 諏訪台中学校女子バドミントン部
▪石橋律子
▪比留川夕子
▪古川勝也
▪鈴木八重子
▪松木三枝子
 バレーボール 
▪原中学校女子バレーボール部
 ビーチボール 
▪Ｋ

キ ッ ズ
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 ドッヂビー 
▪大乱闘中
 野球 
▪荒川レジェンド
 テニス 
▪菅原直（尾久八幡中３年）
▪須賀健斗（聖学院高３年）
 釣魚 
▪荒川区釣魚連合会
▪塚越彰
▪四方田正司
 なわとび 
▪尾久第六小学校６年１組

文 化 部 門
 英語検定 
▪梅田みいあ（瑞光小５年）
▪二村蓮（第三瑞光小２年）
▪皆川千紘（第三瑞光小６年）
▪大谷彩瑠（汐入小３年）
▪尾﨑翔（汐入小５年）
▪佐藤理音（汐入小５年）
▪藤森美羽（汐入小５年）
▪ ロシェジャンリュック恵（汐
入小５年）
▪薄井茉莉（汐入小６年）
▪高橋百花（汐入小６年）
▪原田涼輔（汐入小６年）
▪本田結万（汐入東小２年）
▪江﨑嘉為（汐入東小３年）
▪𠮷識匠人（汐入東小４年）
▪堀ひかり（汐入東小５年）
▪飯野愛央（汐入東小６年）
▪辻桃佳（汐入東小６年）
▪藤枝七桜（汐入東小６年）
▪山田望愛（汐入東小６年）
▪小林漣（第二峡田小６年）
▪徐慧（第四峡田小５年）
▪廣瀬善幸（第四峡田小６年）
▪牧野加奈（尾久西小６年）
▪福田なつ（尾久第六小６年）
▪放示雛乃（尾久第六小６年）
▪孔有眞（赤土小６年）
▪山中愛子（第一日暮里小６年）
▪青木翔（第六日暮里小６年）
▪赤星怜（ひぐらし小４年）
▪土門大誠（昌平小３年）
▪長谷川航章（第三中２年）
▪中彩音（第七中２年）
▪古屋真菜（原中１年）
▪満山さら（原中３年）
▪夏堀優香（諏訪台中２年）
▪門嶋黎恩（諏訪台中３年）

▪夏堀彩香（諏訪台中３年）
 漢字検定 
▪石川紗弥子（第三瑞光小６年）
▪杉本祐音（汐入小６年）
▪星りほ（汐入小６年）
▪若林昇希（汐入小６年）
▪國弘一葉（汐入東小６年）
▪山中秀哉（汐入東小６年）
▪角野友梧（第二峡田小４年）
▪新井大和（第五峡田小６年）
▪佐々木友洋（尾久第六小６年）
▪中野琴和（赤土小６年）
▪ 宮島諒太朗（第二日暮里小５年）
▪瀨田愛実（第三日暮里小６年）
▪中山愛彩（ひぐらし小６年）
▪渡邉澪（第一中２年）
▪須藤京太郎（第四中３年）
▪加世田菜々子（第四中３年）
▪奥山結衣（第五中３年）
▪山本麗奈（第五中３年）
▪後藤日奈子（尾久八幡中３年）
▪大森太陽（南千住第二中２年）
▪小野竜平（南千住第二中２年）
▪長谷川陽菜（原中３年）
▪山本絵里子（原中３年）
▪外山かおり（諏訪台中２年）
▪飯島あかね（諏訪台中３年）
▪宇野颯花（諏訪台中３年）
▪加藤真由（諏訪台中３年）
▪松村春音（諏訪台中３年）
 数学検定 
▪下條志穂（第一中３年）
▪野口愛実（第一中３年）
▪鳴坂隼（第四中２年）
▪新井良季（第七中３年）
▪佐野樹（第七中３年）
▪大塚秋紀（原中３年）
▪小野寺豪太（諏訪台中３年）
▪富俊程（諏訪台中３年）

 珠算・暗算検定 
▪髙野あかり（第二瑞光小６年）
▪杉平笑和（第三瑞光小２年）
▪林栞愛（第三瑞光小４年）
▪村田結萌（第三瑞光小４年）
▪杉平将貴（第三瑞光小５年）
▪斉藤美希（第三瑞光小６年）
▪佐伯果音（第三瑞光小６年）
▪吉田美波（第三瑞光小６年）
▪内門洋翔（汐入小２年）
▪柴山二湖（汐入小４年）
▪阿部実緒（汐入小５年）
▪齊藤百香（汐入小５年）
▪杉本彩華（汐入小５年）
▪清野小春（汐入小６年）
▪小村柚芽（汐入東小３年）
▪明戸綾音（汐入東小４年）
▪加藤愛子（汐入東小４年）
▪國生陽美（汐入東小４年）
▪松岡恭汰（汐入東小４年）
▪河野煌太（汐入東小６年）
▪木村仁美（汐入東小６年）
▪山田望愛（汐入東小６年）
▪宮下明依（第三峡田小５年）
▪清水苺香（第五峡田小３年）
▪川口桃果（尾久小６年）
▪内山悠稀（赤土小３年）
▪ 山諒太郎（赤土小６年）
▪眞田あみ（第六日暮里小６年）
▪柴本賢大（第六日暮里小６年）
 調べる学習 
▪吉田早希（汐入東小４年）
▪小野田猛（峡田小６年）
▪山田桃安奈（尾久小３年）
▪藤田丞汰郎（尾久西小６年）
▪鳥居和真（赤土小２年）
▪髙野勇斗（赤土小３年）
▪中嶋幸生（第一日暮里小５年）
▪中村都麦（第四中１年）
▪中馬怜南（第九中２年）

▪山本七つ海（第九中２年）
▪畑中発（諏訪台中１年）
▪丹治めぐみ（諏訪台中２年）
▪飛田咲和（諏訪台中２年）
▪中村文香（諏訪台中２年）
▪渡邊利夏（諏訪台中２年）
 作文 
▪佐野文香（第三瑞光小６年）
▪山本そよ（第三瑞光小６年）
▪田中美帆（第三中３年）
▪加世田菜々子（第四中３年）
 俳句・川柳 
▪酒井英恵（第四中３年）
▪秋庭颯太（開成高３年）
▪筏井悠（開成高３年）
▪板倉健（開成高３年）
▪岩田奎（開成高３年）
▪開成高等学校
 書道 
▪三橋舞桜（赤土小４年）
▪飯島杏奈（第四中１年）
▪野村紫雨
 美術 
▪小林理子（峡田小５年）
▪富永あおい（尾久第六小６年）
▪奥村香澄（尾久宮前小６年）
▪河原弘貴（尾久宮前小６年）
▪門野佑生（第二日暮里小３年）
▪川部亜優菜（第一中２年）
▪柿﨑莉奈（三田高３年）
 ポスター 
▪重見侑希（瑞光小１年）
▪村松愛月（第三中３年）
 工作 
▪大門小学校２年１組
 吹奏楽・軽音楽 
▪ 第六瑞光小学校金管マーチン
グバンド

▪尾久八幡中学校吹奏楽部
▪竹台高等学校軽音楽部

 ピアノ 
▪中村暦（汐入東小３年）
 演劇 
▪尾久八幡中学校演劇部
 民謡民舞 
▪田澤このか（諏訪台中１年）
 ダンス 
▪第七中学校ダンス部
 バレエ 
▪根本彩（第三中１年）
 防災検定 
▪弓田拓己（尾久西小５年）
▪牧野加奈（尾久西小６年）
▪横田京（南千住第二中２年）
▪竹内琴音（原中２年）
 英語スピーチ 
▪島野琳（第五中３年）
 ディベート 
▪開成中学校a
▪開成高等学校
 数学・情報オリンピック 
▪宿田彩斗（開成中３年）
▪西森駿介（開成中３年）
▪米田寛峻（開成中３年）
▪佐口武優（開成高３年）
▪髙谷悠太（開成高３年）
▪千歳彬文（開成高３年）
 生物学オリンピック 
▪伊藤広朗（開成高３年）
 化学グランプリ 
▪西原和樹（開成高３年）
 物理コンテスト 
▪新居智将（開成高２年）
▪千歳彬文（開成高３年）
 パソコン 
▪大好き、一面の雪
 新聞スクラップ 
▪髙山あかり（第九中２年）
▪初澤俊輝（第九中２年）
▪原田真衣（第九中２年）
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新聞未購読で、あらかわ区報の個別配付を希望する方は、広報課☎内線２１３９へ（荒川区ホームページからも申し込めます）
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