
個人の部（小学校） （敬称略）

学校名 氏名 表彰内容 学校名 氏名 表彰内容 学校名 氏名 表彰内容

旭丘小学校 阿邊　陽奈太 ピアノ 髙杉　聖翔 空手 田代　光星 野球

小竹小学校 久保庭　梨々子 エッセイ 岩城　旺太朗 軟式野球 川添　日向子 書道

豊玉東小学校 代田　絢子 統計グラフコンクール 西野　沙良 ヴァイオリン 眞下　ひかり 書道

堀井　凜駈 水泳 角田　瞬 野球 荒井　祐人 書道

篠﨑　楓巴 空手 内田　涼音 チアダンス/チアリーディング 竹田　愛梨 ピアノ

内山　勇志 ピアノ 萩原　優樹菜 空手 佐藤　朝陽 空手

内山　斗志 ピアノ 深串　紗希 バドミントン 望月　野花 空手

井上　勝一 図画コンクール 光が丘四季の香小学校 竹蓋　寛人 少林寺拳法 望月　陽和太 空手

井上　明弘 図画コンクール 前田　笑里 レスリング 篠原　悠 ピアノ

大森　絢心 日本舞踊の継承活動 田中　崚登 バドミントン 村山　環 レスリング

佐取　遥乃 日本舞踊の継承活動 横山　悠月 チアダンス/チアリーディング 石橋　彗 水泳

平野　すみれ 日本舞踊の継承活動 西井　晶穂 ピアノ 河口　泰千 テニス

松田　梨乃 日本舞踊の継承活動 鄭　丞斌 珠算/暗算 高田　瑛斗 野球

大森　心晴 日本舞踊の継承活動 天野　明香里 チアダンス/チアリーディング 三枝　快太 野球

米倉　禅 空手 横内　玖瑠実 チアダンス/チアリーディング 長谷川　雄一 野球

山本　桜大 ロボコン（ロボット競技） 塚本　美織 空手 間辺　絋基 野球

松岡　俊佑 歌唱 岡　太生 映像制作 小柳　和真 野球

馬島　史弥 自転車競技 田中　朔 バドミントン 新宅　寛治 ピアノ

中村西小学校 永井　ふみ 日本舞踊の継承活動 荒木　遥真 ピアノ 柴田　愛理 陸上競技

小林　あい 書道 荒木　香音 ピアノ 志田　野乃美 レスリング

友渕　まり 書道 佐藤　万莉乃 アイデアコンテスト 榮　碧琉 チアダンス/チアリーディング

鈴木　凛子 書道 小島　莉歌 チアダンス/チアリーディング 北林　馳大 水泳

北田　樹季 書道 青山　希望 チアダンス/チアリーディング 江原　望花子 ヴァイオリン

開進第二小学校 小林　新 書道 矢口　夢夏 チアダンス/チアリーディング 江原　竜太朗 ヴァイオリン

平山　真悠 書道 魚田　真子 剣道 小髙　啓士 野球

関根　優希 ピアノ 小島　悠生 ピアノ 本原　遼 野球

柴田　椛衣 書道 栗山　小蒔 チアダンス/チアリーディング 持田　湊飛 野球

神田　然 書道 菅野　有紗 書道 染谷　洋介 野球

浅見　芽瑠南 テコンドー 井上　晴道 空手 武田　俊輔 野球

秋山　武蔵 俳句 中村　大悟 書道 立野小学校 若井　維吹 ピアノ

山﨑　ひより 書道 三條　優里 書道 瀬間　更紗 バレエ

今井　眞花 水泳 吉岡　歩莉 絵画 児玉　航河 サッカー

加藤　龍一 書道 新開　悠翔 バドミントン 堀　遙夏 工作コンクール

菅原　琥千 声楽・書道 向山　沙良 チアダンス/チアリーディング 川山　葵 陸上競技

猪股　蘭 ヘアドネーション 石川　由愛 チアダンス/チアリーディング 勝瑞　理子 テニス

増田　崇佑 エレクトーン 後藤　優衣 チアダンス/チアリーディング 大泉第三小学校 岩佐　心優 テニス

山本　博彪 空手 本村　未来 テニス 大泉第四小学校 久保　瑠生 フラッグフットボール

髙橋　祐莉 図書館を使った調べる学習コンクール 八木　琥太郎 レスリング 葛西　凜 水泳

海野　晴太 水泳 扇浦　禾帆 珠算/暗算 北林　正輝 マリンバ

今村　眞宙 少林寺拳法 中島　那々夏 チアダンス/チアリーディング 羽柴　泰樹 体操競技

小島　美夢 水泳 グリンシュラグ　音蓮 ピアノ 渡邉　捷斗 テニス

小河　まとい 空手 高橋　悠 ピアノ 喜多　小雪 絵画

北町小学校 𠮷井　柚稀 チアダンス/チアリーディング 藤田　晃太朗 剣道 吉田　悠人 サッカー

鈴木　琉生 水泳 ヘリス　ニコラ 全国小学生「未来」をつくるコンクール 岡田　結良 水泳

中　みな美 空手 越智　琉太 野球 佐藤　拓海 書道

新藤　早紗 水泳 竹内　旭慧 ピアノ 白尾　玲旺 テニス

伊藤　悠真 珠算/暗算 石倉　颯真 野球 水上　悠里 空手

志水　蓮 空手 小林　仁子 絵画 本平　悠稀 野球

狩野　史緒吏 一輪車競技 中島　湊翔 空手 木村　祐斗 野球

根來　茉帆乃 書道 荒川　優花 チアダンス/チアリーディング 中谷　航己 ピアノ

村上　和海 ピアノ 春日　美咲 チアダンス/チアリーディング 野呂田　琴葉 チアダンス/チアリーディング

腰山　春貴 野球 熊谷　佳純 チアダンス/チアリーディング 安藤　大翔 プログラミング/アプリ開発

谷島　ひまり 書道 古新　菜緒 チアダンス/チアリーディング 橋戸小学校 工野　暖空 サッカー

上原　舞桜 書道 外山　凜果 チアダンス/チアリーディング 岡本　陸玖 珠算/暗算

緑川　乃恵 書道 望月　乃々栞 チアダンス/チアリーディング 佐々木　夏馬 野球

石田　十和子 民謡 増田　莉緒 ソフトボール 東海林　隆翔 スケートボード

向山小学校 安川　陽奈音 書道 皆川　みなみ ソフトボール 小幡　聡祐 空手

柿澤　朱里 ピアノ 中山　華怜 ソフトボール 小幡　咲絢 空手

武田　杏梨 トライアスロン 東口　沙永 ソフトボール 富士見台小学校 池田　彩咲 チアダンス/チアリーディング

髙橋　啓剛 珠算/暗算 田中　向日葵 ソフトボール 髙橋　麻紀人 空手

所　柚葉 チアダンス/チアリーディング 山﨑　映穂 ソフトボール 髙松　飛和 野球

菊地　冴愛 チアダンス/チアリーディング 重永　尚 剣道 佐藤　由羽 バドミントン

松谷　あかり 書道

重永　大武 水泳・独唱

竹内　靖堯 ピアノ

旭町小学校

早宮小学校

上石神井小学校

上石神井北小学校

八坂小学校

光が丘春の風小学校

光が丘夏の雲小学校

令和４年度　練馬区教育委員会児童・生徒表彰

　練馬区教育委員会では、さまざまな活動の場において一生懸命努力している子供たちを応援するため、児童・生徒表彰を行っています。
令和４年度は、スポーツ・文化芸術などで活躍した、個人279名、団体２組の表彰を決定しました。

大泉北小学校

大泉学園緑小学校

泉新小学校

南田中小学校

光和小学校

谷原小学校

北原小学校

大泉小学校

大泉第二小学校

大泉東小学校

下石神井小学校

豊溪小学校

北町西小学校

練馬小学校

練馬第二小学校

練馬東小学校

大泉南小学校

光が丘秋の陽小学校

石神井西小学校

光が丘第八小学校

石神井小学校

石神井東小学校

豊玉南小学校

中村小学校

開進第三小学校

開進第四小学校

仲町小学校

高松小学校



個人の部（中学校） （敬称略） 団体の部

学校名 氏名 表彰内容 学校名 氏名 表彰内容 学校名 団体名

山本　穂高 陸上競技 吉岡　佑起 絵画・消防団での継続的活動 上石神井中学校

藤田　斗哉 空手 児島　樂 珠算/暗算

髙野　悠真 珠算/暗算 南が丘中学校 川畑　葉栞 トランポリン

樋口　楽惟 軟式野球 下田　理央 水泳

竹内　楓稀 ラグビー 野村　日向子 空手

ホルトマン　サラ　友歌 ピアノ 中島　優芽 チアダンス/チアリーディング

小宮　梓 チアダンス/チアリーディング 小川　遥 チアダンス/チアリーディング

小宮　梢 サッカー 安藤　優那 プログラミング

横田　愛花 チアダンス/チアリーディング 田谷　朋大 プログラミング・ロボットコンテスト

板山　恵太朗 陸上競技 向井　昊 野球

町山　大輝 陸上競技 三ツ木　來夢 野球

二階堂　愛莉 陸上競技 廣瀨　広人 野球

山崎　幹太 ピアノ 福島　希実 ピアノ

山崎　巧人 ピアノ 小林　さくら チアダンス/チアリーディング

松本　律太郎 ゴルフ 滝本　美星 チアダンス/チアリーディング

北町中学校 髙瀬　哲平 自転車競技 中山　裕翔 消防団での継続的活動

萩原　礼菜 空手 藤本　旭陽 書道

奥山　萌枝 絵画 榮　姫菜 バレエ

酒井　羽奏 ダンス 武田　莉奈 ピアノ

渡部　瑠花 書道 濱口　由統 空手

渡邉　夏生 書道 一川　友那 トランポリン

河内　響一郎 書道 中岡　柚菜 図画・ポスターコンクール

髙橋　明里 トランポリン 柴田　悟 軟式野球

桐生　直輝 トランポリン 岡田　京華 ラグビー

豊渓中学校 加山　希梨 ピアノ 任　梓豪 空手

山田　颯哉 空手 平田　真那 チアダンス/チアリーディング

吉川　瑚恋 チアダンス/チアリーディング 筒井　楓 自転車競技

小林　咲耶 チアダンス/チアリーディング 大泉学園中学校 藤井　快 CG映像制作

河野　那奈美 チアダンス/チアリーディング 菊地　希 ピアノ

江上　泰正 陸上競技 龍　梓天 書道

宮本　和季 かるた競技 山口　瑠偉 剣道

小林　愛奈 書道 島村　昇冴 剣道

竹内　舞香 チアダンス/チアリーディング 田口　龍生 剣道

宮村　笑琥 野球 永井　陸翔 剣道

白井　りこ 書道 棚原　美桜 書道

平田　綾音 陸上競技 加藤　侑風 川柳

森山　泰地 音楽コンクール

林　彩夏 珠算/暗算

大今　翔太 野球

大岩　真海羽 水泳

久保田　優衣 フラッグフットボール 学校名 氏名 表彰内容

尾崎　実祐 ラグビー 山本　真温 フェンシング

髙木　惇平 トランポリン 前野　凜太郎 トランポリン

田中　渓 フラッグフットボール 白尾　一晟 テニス

小口　すみれ ピアノ

大久保　湖 合気道

安田　水紀 軟式野球

吉田　樹 空手

笠原　悠希 消防団での継続的活動

小中一貫教育校
大泉桜学園

硬式テニス部

※一部、旧字体の漢字等で実際の表記と異なる字あり

【問合せ】　教育総務課　庶務係　〔電話5984-5609〕

女子ソフトボール部

練馬東中学校

光が丘第一中学校

光が丘第二中学校

石神井中学校

石神井東中学校

石神井西中学校

個人の部（小中一貫教育校）

豊玉中学校

中村中学校

開進第一中学校

開進第三中学校

練馬中学校

三原台中学校

大泉中学校

小中一貫教育校
大泉桜学園

大泉第二中学校

大泉西中学校

大泉北中学校

上石神井中学校

谷原中学校

関中学校


