
　目黒区教育委員会では、さまざまな活動の場において優れた活躍のあった児童・生徒を応援するため、表彰を行っています。
29年度は、小・中学生あわせて88名と３団体を表彰し、１月30日に表彰式を行いました。

個 人

団 体

◉ 保井 舞理 菅刈小学校5年
第34回JPTAピアノ・オーディション地区予選
▶関東大会レベル　優秀賞

◉ 野澤 篤志 下目黒小学校1年
第41回ピティナ・ピアノコンペティション全国決勝大会
▶全国大会レベル　入賞

◉ 三宅 翔大 下目黒小学校3年
第2回ヤマハジュニアピアノコンクール
首都圏関東エリアファイナル
▶関東大会レベル　優秀賞

◉ 篠﨑 大和 下目黒小学校6年
2017関東少年野球大会（本大会の部）
▶関東大会　優勝

◉ 吉永 真歩 碑小学校5年
第61回全日本学生美術展覧会
▶全国大会レベル　特選

◉ 漆畑 有咲 中目黒小学校2年
第18回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA
▶アジア大会レベル　入賞

◉ 木村 花愛 中目黒小学校5年
第39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（女子200mフリーリレー）
▶全国大会　第7位

◉ 齋藤 虹歌 中目黒小学校6年
2017関東少年野球大会（本大会の部）
▶関東大会　優勝

◉ 白倉 真珠 中目黒小学校6年
WORLD OF DANCE FINALS 2017
ユース部門（ダンス）
▶世界大会　優勝

◉ 井上 維人 油面小学校3年
第34回東京23区少年軟式野球大会
学童低学年の部
▶都大会レベル　優勝

◉ 宮本　瞬 油面小学校3年
第34回東京23区少年軟式野球大会
学童低学年の部
▶都大会レベル　優勝

◉ 村林 千紘 油面小学校5年
カラテドリームフェスティバル2017全国大会

（小学5年生女子重量級）
▶全国大会　優勝

◉ 渡辺 一督 油面小学校5年
2017関東少年野球大会（ジュニアの部）
▶関東大会　優勝

◉ 清水 一希 油面小学校6年
2017関東少年野球大会（本大会の部）
▶関東大会　優勝

◉ 川上 兼斉 大岡山小学校2年
カラテドリームフェスティバル2017全国大会

（小学2年生男子重量級）
▶全国大会　出場

◉ 小澤 成叶 大岡山小学校4年
第42回関東地区空手道選手権大会

（小学4年生男子組手）
▶関東大会　第3位

◉ 入江 若葉 大岡山小学校6年
第45回バトントワーリング全国大会

（U-12の部　ペップアーツ編成）
▶全国大会　第3位

◉ 風間 汐織 大岡山小学校6年
第45回バトントワーリング全国大会

（U-12の部　ペップアーツ編成）
▶全国大会　第3位

◉ 杉野 玲花 向原小学校2年
第17回全日本少年少女空手道選手権大会

（2年女子形）
▶全国大会　優勝

◉ 小関 絵実理 向原小学校5年
第45回バトントワーリング全国大会

（U-12の部　ペップアーツ編成）
▶全国大会　第3位

◉ 丸山 夏凛 五本木小学校2年
第47回世界児童画展
▶全国大会レベル　特選

◉ 中村 桃太郎 五本木小学校4年
第47回世界児童画展
▶全国大会レベル　特選

◉ 美和　梓 五本木小学校4年
第47回世界児童画展
▶全国大会レベル　特選

◉ 古家 恵美 五本木小学校4年
2017 UCI BMX World Championships
▶世界大会　出場

◉ 久保島 航 五本木小学校5年
第3回全国空手道選手権大会

（組手の部　小学5年　男子）
▶全国大会　準優勝

◉ 杉本 健真 鷹番小学校1年
カラテドリームフェスティバル2017全国大会

（小学1年生男子重量級）
▶全国大会　出場

◉ 横山　醇 鷹番小学校2年
第17回全日本少年少女空手道選手権大会

（2年男子組手）
▶全国大会　出場

◉ 網　優月 鷹番小学校2年
第45回バトントワーリング全国大会

（U-12の部　ペップアーツ編成）
▶全国大会　第3位

◉ 藤井 杏優 鷹番小学校3年
第3回エスポワール全国バレエコンクール
▶全国大会　最優秀賞

◉ 碇矢 一輝 鷹番小学校4年
カラテドリームフェスティバル2017全国大会

（小学4年生男子重量級）
▶全国大会　出場

◉ 家氏　真 月光原小学校4年
第34回全国少年少女レスリング選手権大会

（女子の部4年生）
▶全国大会　第3位

◉ 岡田 篤樹 月光原小学校4年
第60回小学生・中学生全国空手道選手権大会
▶全国大会　出場

◉ 都築 凜朔 駒場小学校3年
第33回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
管弦楽部門　小学生中学年の部
▶全国大会レベル　入選

◉ 加瀨 拓海 駒場小学校4年
第20回全国小学生（3・4年生）
ティーボール選手権大会
▶全国大会　優勝

◉ 熊ノ郷 翔斗 駒場小学校5年
2017関東少年野球大会（ジュニアの部）
▶関東大会　優勝

◉ 岩田 柚那 原町小学校5年
第39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

（女子200mフリーリレー）
▶全国大会　第7位

◉ 福岡 亮平 不動小学校1年
平成29年度国土と交通に関する図画コンクール
▶全国大会レベル　優秀賞

◉ 吉澤 英里奈 不動小学校2年
第61回全日本学生美術展覧会
▶全国大会レベル　推奨

◉ 小原 颯斗 不動小学校3年
第34回東京23区少年軟式野球大会
学童低学年の部
▶都大会レベル　優勝

◉ 鎮目 幸大 不動小学校4年
第34回東京23区少年軟式野球大会
学童低学年の部
▶都大会レベル　優勝

◉ 藤田 理仁 不動小学校4年
第34回東京23区少年軟式野球大会
学童低学年の部
▶都大会レベル　優勝

◉ 西沢 勝大 不動小学校4年
第34回東京23区少年軟式野球大会
学童低学年の部
▶都大会レベル　優勝

◉ 近藤 幹太 不動小学校4年
第34回東京23区少年軟式野球大会
学童低学年の部
▶都大会レベル　優勝

◉ 三浦 結愛 不動小学校4年
第22回FLAP全国バレエコンクール
▶全国大会　第1位

◉ 西田 勇弥 不動小学校5年
2017関東少年野球大会（ジュニアの部）
▶関東大会　優勝

◉ 小西 幸輝 不動小学校5年
2017関東少年野球大会（ジュニアの部）
▶関東大会　優勝

◉ 小原 佑斗 不動小学校6年
2017関東少年野球大会（本大会の部）
▶関東大会　優勝

◉ 西之園 まちか 上目黒小学校4年
第33回全国硬筆コンクール（書道）
▶全国大会　特選

◉ 長澤 美佳 上目黒小学校4年
第27回日本クラシック音楽コンクール

（ヴァイオリン部門全国大会）
▶全国大会　出場

◉ 岩崎 こころ 東根小学校1年
第11回ベーテン音楽コンクール関東地区大会

（ピアノ）
▶関東大会　銀賞

◉ 保坂 優翔 東根小学校2年
第36回全国児童画コンクール
▶全国大会レベル　入選

◉ 小池 悠正 東根小学校4年
カラテドリームフェスティバル2017全国大会

（小学4年生男子重量級）
▶全国大会　出場

◉ 原田 祐里 東根小学校6年
第32回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
ピアノ部門　小学生高学年の部
▶全国大会レベル　奨励賞

◉ 村井 那緒 宮前小学校2年
第33回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
ピアノ部門　小学生の部
▶全国大会レベル　奨励賞

◉ 青木 優仁 宮前小学校5年
JA東京カップ
第29回東京都5年生サッカー大会
▶都大会　第1位

◉ 澁谷 陸斗 宮前小学校5年
JA東京カップ
第29回東京都5年生サッカー大会
▶都大会　第1位

◉ 本多 結里菜 東山小学校3年
第34回全国少年少女レスリング選手権大会

（女子の部3年生）
▶全国大会　第1位

◉ 中沢 聖哉 東山小学校4年
第34回JPTAピアノ・オーディション地区予選
▶関東大会レベル　優秀賞

◉ 友川 恵維 東山小学校5年
第3回全国空手道選手権大会

（形の部　小学5年　女子）
▶全国大会　出場

◉ 前田 芳子 第一中学校1年
平成29年度　薬物乱用防止標語　東京都選考
▶都大会レベル　優秀賞

◉ 岡田 桃奈 第七中学校1年
第60回小学生・中学生全国空手道選手権大会
▶全国大会　出場

◉ 土岐 柚寧 第七中学校1年
平成29年度　中学生の「税についての作文」
▶関東大会レベル
　東京国税局管内納税貯蓄組合連合会優秀賞

◉ 吉田 圭来 第七中学校1年
第52回バトントワーリング関東大会

（U-18の部　バトン編成）
▶関東大会　金賞

◉ 篠原 瑠那 第七中学校2年
第52回バトントワーリング関東大会

（U-18の部　バトン編成）
▶関東大会　金賞

◉ 溝部 亜州輝 第八中学校2年
平成29年度　薬物乱用防止標語　東京都選考
▶都大会レベル　優秀賞

◉ 山本　歩 第八中学校2年
平成29年度東京都明るい選挙ポスターコンクール
▶都大会レベル　優秀賞

◉ 道祖土 らら 第九中学校1年
第52回バトントワーリング関東大会

（U-18の部　バトン編成）
▶関東大会　金賞

◉ 小向 友莉子 第十中学校1年
第52回バトントワーリング関東大会

（U-18の部　バトン編成）
▶関東大会　金賞

◉ 須藤 咲音 第十中学校2年
第52回バトントワーリング関東大会

（U-18の部　バトン編成）
▶関東大会　金賞

◉ 石井 あかね 第十一中学校3年
第45回バトントワーリング全国大会

（OPENの部　バトン編成）
▶全国大会　第3位

◉ 北尾 大樹 第十一中学校3年
平成29年度第42回関東中学校柔道大会
▶関東大会　準優勝

◉ 本多 香里菜 東山中学校1年
平成29年度ジュニアクイーンズカップレスリング選手権大会
中学生の部　37kg級
▶全国大会　第1位

◉ 友川 蒼太 東山中学校1年
第3回全国空手道選手権大会

（形の部　中学1年　男子）
▶全国大会　出場

◉ 柳沢 仁美 東山中学校1年
第45回バトントワーリング全国大会

（U-15の部　ペップアーツ編成）
▶全国大会　第7位

◉ 水上 櫻子 東山中学校2年
第70回東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大会
女子1・2年　800m
▶都大会　第1位

◉ 神戸 さくら呼 東山中学校2年
第32回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
作曲室内楽部門　中学生の部
▶全国大会レベル　奨励賞

◉ 横山 明日人 東山中学校2年
第70回東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大会
男子2年　1500m
▶都大会　第2位

◉ 中村 理沙 東山中学校3年
第45回バトントワーリング全国大会

（OPENの部　バトン編成）
▶全国大会　優秀賞

◉ 山口 ひなた 東山中学校3年
平成29年度青少年読書感想文東京都コンクール
▶都大会レベル　最優秀

◉ 梅村 大和 東山中学校3年
第45回日本リトルシニア日本選手権大会（硬式野球）
▶全国大会　優勝

◉ 小林 拳大 東山中学校3年
第45回日本リトルシニア日本選手権大会（硬式野球）
▶全国大会　優勝

◉ 松浦 啓悟 東山中学校3年
第45回日本リトルシニア日本選手権大会（硬式野球）
▶全国大会　優勝

◉ 片松 海人 東山中学校3年
第45回日本リトルシニア日本選手権大会（硬式野球）
▶全国大会　優勝

◉ 元榮 愛子 目黒中央中学校1年
第21回全日本フィギュアスケートノービス選手権大会
ノービスA女子　フリースケーティング
▶全国大会　出場

◉ 加藤 瑞穂 目黒中央中学校2年
平成29年度全日本卓球選手権大会
▶全国大会　出場

◉ 村林 浩介 大鳥中学校1年
カラテドリームフェスティバル2017全国大会

（中学1年生男子中量級）
▶全国大会　出場

◉ 延末 勧太 大鳥中学校2年
第45回日本リトルシニア日本選手権大会（硬式野球）
▶全国大会　優勝

◉ アンダーソン 圭那 大鳥中学校3年
平成29年度　中学生の「税についての作文」
▶関東大会レベル
　東京国税局管内納税貯蓄組合連合会優秀賞

第84回NHK全国学校音楽コンクール東京都コンクール
▶都大会レベル　銀賞

◉ 中目黒小学校　合唱団
平成29年度こども音楽コンクール東日本優秀演奏発表会（合唱部門）
▶東日本大会　優秀賞

◉ 東山小学校　特設管弦楽クラブ
平成29年度こども音楽コンクール地区大会（合奏第2部門）
▶都大会レベル　最優秀賞

◉ 東山中学校　陸上部　男子
第70回東京都中学校駅伝競走大会
▶都大会　第2位

平成29年度 目黒区教育委員会 児童・生徒表彰

問 教育指導課　03-5722-9313田道小学校が第８回ＥＳＤ大賞ネスレ日本ヘルシーキッズ賞を受賞しました
　田道小学校は、「食・栄養・健康」を核として、食育指導や「田道小体幹運動」の実践、パラリンピアンによる実技を交えた
講演等さまざまな取り組みを積み重ねてきました。こうした田道小学校での取り組みが優れた事例として認められ、第９回ユネ
スコスクール全国大会持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）研究大会において、「ネスレ日本ヘルシーキッズ賞」を受賞しま
した。
　「ネスレ日本ヘルシーキッズ賞」は、ＥＳＤ大賞の枠組みのひとつとして、食育や栄養教育と運動の実践を通じて子どもたち
を育てる、優れた実践に対して贈られる栄誉ある賞です。田道小学校の継続的な取り組みは、児童が心身ともに最良の状態を持
続できる力を養い、その力を基盤として自らの未来を切り拓くために、他者と共に生き、考え、行動する実践力を発揮できるも
のです。
　今後も「食・栄養・健康」を核とした取り組みをより発展させるとともに、取り組みの輪を他の学校へと広げ、推進していく
ことを期待します。

問 学校運営課　03-5722-9304平成29年度学校版めぐろグリーンアクションプログラムの表彰を行いました

優良表彰校 表彰校の取り組み事例の紹介

第十中学校

「学校版めぐろグリーンアクションプログラム」は、児童・生徒が教職員と一体となって、学校生活の中で継続的に省エネ・省資源活動や環
境学習活動に取り組むためのプログラムで、区立小・中学校全校で実施しています。
　教育委員会では、毎年度、質の高い活動を行っている学校を表彰しています。平成29年度は、優良表彰校３校、部門表彰校５校を表彰し
ました。

生徒会によるペットボトル
キャップの回収、美化委員による
ゴミ減量や分別を呼びかけるポス
ター作成、給食委員による給食残
量チェックなど、様々な活動を通
じて学校全体で３Ｒに関する意識
を高めています。また、地域の小
学校でのイベントにおいてペット
ボトルキャップを回収したり、自
由が丘住区住民会議の統一美化
デーに参加するなど、地域と連携
した取り組みを行っています。

菅刈小学校、田道小学校、第十中学校
部門表彰校
八雲小学校、五本木小学校、緑ヶ丘小学校
中根小学校、第七中学校

問 教育政策課　03-5722-9300
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