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荒 川区
教 育委員会褒 賞
文 化 部 門
英語検定
▪岡真由香（第三瑞光小２年）
▪杉平笑和（第三瑞光小３年）
▪大谷彩瑠（汐入小４年）
▪広瀬美南（汐入小５年）
▪江本結香（汐入小６年）
▪佐藤理音（汐入小６年）
▪土屋亜里沙（汐入小６年）
▪松田賢佑（汐入小６年）
▪森和音（汐入小６年）
▪弘松帆夏（汐入東小３年）
▪本田結万（汐入東小３年）
▪小村柚芽（汐入東小４年）
▪田悠徹（汐入東小４年）
▪鎌田優（汐入東小５年）
▪堀田咲良（汐入東小６年）
▪木村匠吾（第三峡田小４年）
▪大塚千世（第四峡田小５年）
▪熊谷音香（第四峡田小６年）
▪徐慧（第四峡田小６年）
▪川島颯翔（第五峡田小６年）
▪林倫瑠（尾久小６年）
▪冨岡紗更（尾久第六小６年）
▪曾羽豊（赤土小２年）
▪渡邉真央（赤土小５年）
▪上原莉々子（赤土小６年）
▪福岡幹太（第一日暮里小６年）
▪西野夏央（ひぐらし小４年）
▪栁澤璃子（聖学院小３年）
▪石川葵（台東区立根岸小３年）
▪藤枝七桜（第三中１年）
▪井上和之（第三中３年）
▪円口里彩子（第三中３年）
▪髙津郁佳（第三中３年）
▪三宅伶名（第四中２年）
▪松代大誠（第七中３年）
▪小林正英（南千住第二中３年）
▪サラマプラシナ（諏訪台中３年）
▪夏堀優香（諏訪台中３年）
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▪安部アレキサンドラマリ
（第五中３年）
漢字検定
▪吉開くるみ（第三瑞光小３年）
▪吉開美希（第三瑞光小６年）
▪阿部実緒（汐入小６年）

スポーツ部 門
鉄人レース・イン・汐入
▪瀧澤直向（第三瑞光小２年）
▪片山悠（第三瑞光小４年）
▪射殘紗葉（汐入東小２年）
▪太宰杏華（汐入東小３年）
▪村上芽衣（汐入東小６年）
▪寺西美知（赤土小４年）
▪阿部竜典（第三日暮里小６年）
水泳
▪大和田幸那（第二瑞光小６年）
▪ロイド珠里亜（尾久西小６年）
▪鈴木あき奈（第三中３年）
▪服部暖大（南千住第二中２年）
▪笠原大希（日出高１年）
▪小泉結城
▪中川正之
マラソン
▪生井沢琉偉（汐入東小５年）
▪岩﨑光治
▪大澤智寛
陸上競技
▪田中洸瑠（第一中２年）
▪深見哲志（第一中２年）
▪松井千穂（第一中２年）
▪盛島永遠（第一中２年）
▪平塚伸之丞（第一中３年）

▪海老原美怜（汐入小６年）
▪藤森美羽（汐入小６年）
▪角野友梧（第二峡田小５年）
▪石川拓夢（第七峡田小６年）
▪内山雅琥（第七峡田小６年）
▪伊藤怜央（尾久第六小６年）
▪渡邉桜子（赤土小６年）
▪永井百花（第二日暮里小６年）
▪關口美沙子
（第六日暮里小６年）
▪深澤ののか（第一中３年）
▪円口里彩子（第三中３年）
▪岩本凌（第四中２年）
▪田中斐（第七中３年）
▪山中秀哉（南千住第二中１年）
数学検定
▪古山陽翔（汐入東小６年）
▪石山美すず（第五峡田小６年）
▪董哲豪（第一中３年）
▪櫻井滉大（第三中２年）
▪藤江王裕（第三中３年）
▪松島永季（第三中３年）
▪五十嵐健人（第九中３年）
▪松尾泰樹（第九中３年）
▪野畑直裕（南千住第二中２年）
▪宮武怜季（南千住第二中３年）
▪千葉凛太郎（筑波大学附属駒場中１年）
▪髙橋美羽（北豊島高１年）
珠算・暗算検定
▪三辻ひかる（瑞光小５年）
▪関根誠（第二瑞光小５年）
▪中村優（第二瑞光小５年）
▪中村真波（第二瑞光小５年）
▪岩野雄太（第二瑞光小６年）
▪金井詩（第二瑞光小６年）
▪別府浬（第二瑞光小６年）
▪杉平笑和（第三瑞光小３年）
▪掛田結心（第三瑞光小４年）
▪林栞愛（第三瑞光小５年）
▪内門洋翔（汐入小３年）
▪柴山二湖（汐入小５年）
▪阿部実緒（汐入小６年）
▪齊藤百香（汐入小６年）
▪髙岡珠里（汐入小６年）
▪中村心（汐入小６年）
▪西田伊吹（汐入小６年）
▪森本南（汐入小６年）
▪山﨑優花（汐入小６年）

▪小村柚芽（汐入東小４年）
▪川村彩乃（汐入東小４年）
▪明戸綾音（汐入東小５年）
▪清水百音（汐入東小５年）
▪元木夏美（汐入東小５年）
▪川村咲帆（汐入東小６年）
▪宮下明依（第三峡田小６年）
▪小泉文那（第四峡田小５年）
▪水間詩央里（第五峡田小６年）
▪福島駿斗（赤土小６年）
▪清水結和（第三日暮里小６年）
▪吉村高輝（第六日暮里小３年）
料理検定
▪矢田瑚波（第三瑞光小４年）
▪田玲奈（第三瑞光小６年）
▪武内愛実（汐入小５年）
▪北田颯太（汐入東小５年）
▪山口柚菜（汐入東小５年）
▪木村美和（峡田小５年）
▪黒江悠斗（第四峡田小６年）
▪絵面琉衣（第五峡田小５年）
▪飯塚心凱（尾久宮前小６年）
▪鈴木遙（第一日暮里小６年）
▪寺田遥香（ひぐらし小４年）
▪小鮒未緒（ひぐらし小６年）
▪末永夢（第三中１年）
▪小林仁花（原中３年）
防災検定
▪忍足大和（第五中２年）
▪髙橋郁花（第五中３年）
▪伊藤くるみ（第七中２年）
▪栗山憲吾（第七中３年）
▪小山優衣（南千住第二中３年）
▪都秋絢未（南千住第二中３年）
▪菅井水咲（上野高１年）
▪田中大空（江北高１年）
▪谷内桂子（小山台高１年）
▪坂入省吾（文京高１年）
▪市川諒（本所高１年）
歴史能力検定
▪増田佑聖（尾久第六小６年）
レタリング検定
▪古郡向日葵（諏訪台中３年）
調べる学習
▪重見侑希（瑞光小２年）
▪工藤結衣（第二瑞光小４年）
▪工藤そよ風（第二瑞光小５年）

▪栁壱明（第二瑞光小５年）
▪山本真琴（第三瑞光小４年）
▪中里美優梨（汐入東小１年）
▪𠮷識匠人（汐入東小５年）
▪大熊里空（第七峡田小２年）
▪大熊佑弥（第七峡田小３年）
▪由水七海（第九峡田小６年）
▪太田智教（尾久小２年）
▪田中景都（尾久第六小２年）
▪藤井結衣佳（尾久第六小３年）
▪村井聖冬（尾久第六小４年）
▪野村美月（赤土小２年）
▪鳥居和真（赤土小３年）
▪藤田陸（赤土小３年）
▪藤田若葉（赤土小４年）
▪渡邉真央（赤土小５年）
▪ 谷泰充（大門小３年）
▪岩渕雄斗（尾久宮前小３年）
▪斉藤莉梨奈（尾久宮前小３年）
▪左かのこ（第一日暮里小５年）
▪畑中実（第一日暮里小６年）
▪宮原衣千子（ひぐらし小４年）
▪井上琴葉（第七中３年）
▪磯谷瑠奈（諏訪台中１年）
▪畑中発（諏訪台中２年）
▪飛田咲和（諏訪台中３年）
▪中村文香（諏訪台中３年）
作文
▪池田明乃（第一日暮里小１年）
▪久保田翔（第五中３年）
▪山本瑚々音（諏訪台中３年）
俳句
▪坂井十和子（第二瑞光小４年）
▪前園朱里（第四中２年）
▪佐々木柊（開成高１年）
▪笹田陽太（開成高１年）
▪横内毅（開成高３年）
▪渡辺光（開成高３年）
▪開成高等学校
短歌
▪大友優奈（瑞光小２年）
▪黒岩柚海（瑞光小３年）
▪楠本威早
（台東区立根岸小３年）
▪久保田瑚央
（南千住第二中１年）
はがき
▪村田結萌（第三瑞光小５年）

書道
▪別府浬（第二瑞光小６年）
▪伊藤悠（汐入小３年）
▪冨江菜々子（赤土小５年）
▪髙梨百恵（第四中２年）
▪及川萌香（豊島学院高３年）
▪赤羽真理子
▪高橋文子
▪田中節子
数学オリンピック
▪宿田彩斗（開成高１年）
▪新居智将（開成高３年）
▪猪狩恒貴（開成高３年）
▪小松奏晴（開成高３年）
生物学オリンピック
▪戎唯良汰（開成高３年）
情報オリンピック
▪米田寛峻（開成高１年）
パソコン
▪Ｐｔｒ168
ロボコン
▪都立産業技術高等専門学校荒
川キャンパスＡ・Ｂチーム
吹奏楽
▪尾久八幡中学校吹奏楽部
▪原中学校吹奏楽部
マーチングバンド
▪第六瑞光小学校金管マーチン
グバンド
ピアノ
▪羽賀啓人（汐入東小２年）
▪阿川留奈（第六端光小６年）
民謡民舞
▪田澤このか（諏訪台中２年）
ダンス
▪第七中学校ダンス部
演劇
▪尾久八幡中学校演劇部
新聞スクラップ
▪中馬怜南（第九中３年）
▪初澤俊輝（第九中３年）
▪山本七つ海（第九中３年）
新聞
▪藤木真優（第五峡田小６年）

▪八幡千尋（第一中３年）
▪小林沙也加（第四中１年）
▪栗原滉（第九中３年）
▪第九中学校３年生
▪小島沙恵良
（尾久八幡中２年）
▪飯國新太（南千住第二中１年）
▪木澤寿乃（原中２年）
▪出雲匠（原中３年）
一輪車
▪西山瑞希（汐入東小４年）
▪山田湖桃（第五峡田小４年）
▪大橋楓（赤土小６年）
柔道
▪平城壮一朗（汐入小６年）
▪南千住警察署少年柔道部
▪佐藤七菜（尾久第六小６年）
▪都立荒川工業高等学校
剣道
▪南千住警察署少年剣道部
居合道
▪斎藤友子
空手
▪古川琉斗（第三瑞光小４年）
▪髙岡玲奈（汐入小１年）
▪塚本紘大（汐入小３年）
▪髙岡珠里（汐入小６年）
▪末永照（汐入東小４年）
▪竹屋結翔（汐入東小４年）

▪花井碧音（汐入東小４年）
▪花井杏霞（汐入東小６年）
▪小泉裕海（第五峡田小５年）
▪湯澤来望（尾久西小３年）
▪湯澤希心（尾久西小６年）
▪上川晃司（第三日暮里小４年）
▪髙橋莉稀世（第三中３年）
テコンドー
▪中澤芯真（第七峡田小６年）
▪生井千晶
レスリング
▪山本将也（汐入東小４年）
▪山本悠人（汐入東小５年）
▪中村虎太郎（第三中３年）
▪林拳進（埼玉栄中３年）
太極拳
▪坂井優希（尾久宮前小３年）
バトン
▪永瀬ひまり（第五峡田小４年）
▪須賀愛結佳（第七峡田小１年）
▪末次美結（第七峡田小４年）
▪武廣若菜（第七峡田小４年）
▪須賀未梨愛（第七峡田小６年）
▪輿石真緒（尾久第六小６年）
▪ＭＫＥシャイニングスター
▪輿石菜緒（第七中３年）
ドッヂビー
▪輿石真緒（尾久第六小６年）

▪ウエストシックス
▪ウエストシックス A
▪ウエストシックス Jr.
▪大乱闘中Ｃｌｏｖｅｒ
▪大乱闘中Ⅰ
▪大乱闘中Ⅱ
▪山吹Ｋ
キンボール
▪あらかわＫＣタイガー
▪あらかわＫＣ鉄腕ゲッツ
▪汐入ペンギンズおっさんず
▪汐入ペンギンズＢ
▪宮前タートルズＨＯＰ
▪ＺスターＮＥＯ
サッカー
▪ＦＣ ＨＥＲＭＡＮＡ
▪尾久八幡中学校特別支援学級サッカ
ーチーム・ドリブルシュートチーム
▪ＬＡＲＧＯ . ＦＣ U -14
フットサル
▪シーラカンスＦＣ
▪ＬＡＲＧＯ . ＦＣ U -15
ソフトテニス
▪西元一馬（第三中３年）
▪山口駿（第三中３年）
▪原中学校女子ソフトテニス部
卓球
▪中尾友飛（ひぐらし小４年）

▪尾中七海（尾久八幡中２年）
▪松岡佑亮（尾久八幡中２年）
▪板坂眞生（尾久八幡中３年）
▪尾久八幡中学校男子卓球部
▪尾久八幡中学校女子卓球部
▪伴誠也
バドミントン
▪深尾優太（汐入東小５年）
▪土屋明莉（汐入東小６年）
▪荒瀬将人
▪打越達也
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
▪瑞光 Ｖ Ｃ
ビーチボール
▪エックス
▪大門クッキー
▪テンプターズタイガー
▪ピーチ・マムＦｉｚｚ
▪リジーズ
▪Ｂ ʼ ｚ
▪ｃｕｓｔｏｍ
▪Ｗａｖｅ ｅｖｏ．
野球
▪荒川レジェンド

発 行 荒川区

※５月11日・８月11日・１月11日は休刊です

６万7000部発行
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毎月１日・11日・21日

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30年度の褒賞贈呈式は３月８日に行いました。受賞者は、次の皆さ
んです（敬称略）
。
問合せ 教育総務課庶務係 ☎内線３３１３
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エボリューション

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/

〒116-8501 荒川区荒川２-２-３

荒川区ツイッター

☎（３８０２）３１１１

荒川区フェイスブック https://www.facebook.com/city.arakawa

FAX（３８０２）
６２６２

荒川区メールマガジンの登録は荒川区ホームページから（携帯電話は

@arakawakukoho

新聞未購読で、あらかわ区報の個別配付を希望する方は、広報課広報係☎（３８０２）４９５７へ
（荒川区ホームページからも申し込めます）

116arakawa@sg-m.jpに空メールを送信）

