
令和２年度練馬区民表彰受賞者

№ 表彰区分 氏名 住所

1 自治功労 石黒　達男 南大泉二丁目

2 自治功労 市川　一宏 三鷹市

3 自治功労 田邊　友紀男 ―

4 自治功労 央　慶子 ―

5 自治功労 申　偉秀 ―

6 自治功労 福井　倫子 南大泉三丁目

7 自治功労 渡邊　利夫 桜台二丁目

8 自治功労 鈴木　めぐみ ―

9 自治功労 久間　常生 石神井台二丁目

10 自治功労 吉岡　令子 ―

11 自治功労 東大泉七丁目

12 地域社会育成功労 西村　貴 大泉学園町八丁目

13 地域社会育成功労 氷川台四丁目

14 地域社会育成功労 山田　卓 豊玉南三丁目

15 地域社会育成功労 碇石　長治 土支田二丁目

16 地域社会育成功労 尾形　忠 氷川台二丁目

17 地域社会育成功労 東　来臣 関町東一丁目

18 地域社会育成功労 伊藤　一男 氷川台四丁目

19 地域社会育成功労 池川　政子 下石神井四丁目

20 地域社会育成功労 村上　盛一 早宮一丁目

21 地域社会育成功労 緑川　一男 石神井台八丁目

22 地域社会育成功労 久保田　廣近 豊玉中三丁目

23 地域社会育成功労 矢島　健一 豊玉上一丁目

24 地域社会育成功労 剌田　只子 大泉町三丁目

25 地域社会育成功労 角　久子 早宮一丁目

26 地域社会育成功労 宮坂　宣明 土支田一丁目

27 地域社会育成功労 相澤　昭一 栄町

28 地域社会育成功労 栄町

29 地域社会育成功労 伊藤　正子 石神井町一丁目

30 地域社会育成功労 鈴木　章二 豊玉上二丁目

31 地域社会育成功労 矢島　芳一 豊玉北二丁目

32 地域社会育成功労 五十嵐　藤吉 田柄五丁目

33 地域社会育成功労 宇多川　勇 富士見台三丁目

34 地域社会育成功労 平澤　潤一 南大泉四丁目

35 地域社会育成功労 奥墨　徹 北町一丁目

36 地域社会育成功労 小又　久榮 中村南一丁目

37 地域社会育成功労 寺﨑　壯 練馬三丁目

38 地域社会育成功労 五十嵐　兼次 大泉町三丁目

39 地域社会育成功労 浅野　機芳 南大泉三丁目

40 地域社会育成功労 髙橋　敏江 南大泉三丁目

41 地域社会育成功労 松本　和男 大泉町三丁目

42 地域社会育成功労 山口　直子 小竹町一丁目
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43 地域社会育成功労 齊藤　實 旭丘一丁目

44 地域社会育成功労 樋口　一三 練馬三丁目

45 地域社会育成功労 渡邉　佐知子 大泉町六丁目

46 地域社会育成功労 島田　信男 豊玉南一丁目

47 地域社会育成功労 寺田　美佐子 石神井町一丁目

48 地域社会育成功労 阿部　信行 大泉町三丁目

49 地域社会育成功労 鈴木　昇 向山四丁目

50 地域社会育成功労 小林　富子 早宮一丁目

51 地域社会育成功労 服部　菊江 石神井台八丁目

52 地域社会育成功労 小竹町二丁目

53 地域社会育成功労 菅原　詮 向山四丁目

54 地域社会育成功労 畠中　秀典 小竹町一丁目

55 地域社会育成功労 中村　いせ子 富士見台四丁目

56 地域社会育成功労 内田　喜斉 北町一丁目

57 地域社会育成功労 横山　孝一 桜台五丁目

58 地域社会育成功労 角田　芳章 豊玉中三丁目

59 地域社会育成功労 田中　悦子 富士見台四丁目

60 地域社会育成功労 圷　曜子 土支田二丁目

61 地域社会育成功労 五十畑　貞夫 土支田二丁目

62 地域社会育成功労 関口　輝三 向山四丁目

63 地域社会育成功労 関野　操江 貫井四丁目

64 地域社会育成功労 飯塚　宏昭 貫井二丁目

65 地域社会育成功労 池上　昭孝 貫井四丁目

66 地域社会育成功労 田中　孝英 富士見台四丁目

67 地域社会育成功労 大沢　澄夫 富士見台一丁目

68 地域社会育成功労 大野　武義 富士見台二丁目

69 地域社会育成功労 飯野　勝 富士見台二丁目

70 地域社会育成功労 大森　霆策 富士見台三丁目

71 地域社会育成功労 佳山　好柄 南大泉四丁目

72 地域社会育成功労 平野　豊作 南大泉四丁目

73 地域社会育成功労 堀江　滿 関町南四丁目

74 地域社会育成功労 豊田　正則 高野台三丁目

75 地域社会育成功労 冨永　和徳 上石神井南町

76 地域社会育成功労 米田　康彦 西大泉一丁目

77 地域社会育成功労 長谷部　澄栄 中村南二丁目

78 地域社会育成功労 岡島　智恵子 中村北三丁目

79 地域社会育成功労 神藤　雅子 貫井四丁目

80 地域社会育成功労 林　直美 向山四丁目

81 地域社会育成功労 本間　愼吾 春日町四丁目

82 地域社会育成功労 石井　利絵子 ―

83 地域社会育成功労 田中　輝雄 北町八丁目

84 地域社会育成功労 林　幸子 北町八丁目
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85 地域社会育成功労 矢作　みぎは 北町一丁目

86 地域社会育成功労 岩岡　修 南田中五丁目

87 地域社会育成功労 池田　潤子 石神井町八丁目

88 地域社会育成功労 豊田　八壽雄 石神井町四丁目

89 地域社会育成功労 塚田　伊佐男 石神井町三丁目

90 地域社会育成功労 川瀬　正子 三原台三丁目

91 地域社会育成功労 杉本　弘 三原台三丁目

92 地域社会育成功労 柳瀬　圭子 下石神井一丁目

93 地域社会育成功労 金田　信子 石神井台五丁目

94 地域社会育成功労 井口　宏一 関町南四丁目

95 地域社会育成功労 内野　文恵 関町東二丁目

96 地域社会育成功労 鈴木　妙子 関町南四丁目

97 地域社会育成功労 鈴木　有子 関町南三丁目

98 地域社会育成功労 山田　貴美子 南大泉一丁目

99 地域社会育成功労 原田　満寿美 立野町

100 地域社会育成功労 山田　満喜子 ―

101 地域社会育成功労 渡邊　京子 東大泉二丁目

102 地域社会育成功労 内堀　高子 西大泉五丁目

103 税務功労 八重田　茂 ―

104 税務功労 加藤　喜代子 大泉学園町二丁目

105 消防・防犯・交通安全功労 内田　桂司 平和台一丁目

106 消防・防犯・交通安全功労 中橋　政徳 貫井四丁目

107 消防・防犯・交通安全功労 上原　誠 早宮四丁目

108 消防・防犯・交通安全功労 石井　英樹 板橋区

109 消防・防犯・交通安全功労 蒔田　義一 向山四丁目

110 消防・防犯・交通安全功労 五十嵐　昇 土支田二丁目

111 消防・防犯・交通安全功労 渡辺　敦也 春日町四丁目

112 消防・防犯・交通安全功労 上原　大吾 高松一丁目

113 消防・防犯・交通安全功労 山口　幸治 南大泉四丁目

114 消防・防犯・交通安全功労 青木　一広 大泉町二丁目

115 消防・防犯・交通安全功労 飯島　勉 大泉学園町三丁目

116 消防・防犯・交通安全功労 弓座　圭一 西大泉六丁目

117 消防・防犯・交通安全功労 鹿島　一男 春日町六丁目

118 消防・防犯・交通安全功労 古瀬　正幸 富士見台二丁目

119 消防・防犯・交通安全功労 尾形　範也 中村一丁目

120 消防・防犯・交通安全功労 神田　孝一 中村三丁目

121 消防・防犯・交通安全功労 佐藤　幸市 豊玉南三丁目

122 消防・防犯・交通安全功労 石井　秀治 豊玉北五丁目

123 消防・防犯・交通安全功労 瀧澤　三郎 南田中一丁目

124 社会福祉功労 井口　みさ子 練馬一丁目

125 社会福祉功労 西本　道子 練馬四丁目

126 社会福祉功労 友安　早苗 中村北三丁目

127 社会福祉功労 山田　光子 桜台二丁目
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128 社会福祉功労 町田　教子 貫井一丁目

129 社会福祉功労 矢野　久子 貫井四丁目

130 社会福祉功労 山田　節子 錦二丁目

131 社会福祉功労 小林　由美 北町二丁目

132 社会福祉功労 藤本　きくの 氷川台三丁目

133 社会福祉功労 北田　定子 平和台二丁目

134 社会福祉功労 吉川　文子 早宮一丁目

135 社会福祉功労 河野　敏子 光が丘一丁目

136 社会福祉功労 深野　良子 光が丘七丁目

137 社会福祉功労 髙山　尚子 高松三丁目

138 社会福祉功労 新井　直江 高松五丁目

139 社会福祉功労 尾﨑　勝美 上石神井一丁目

140 社会福祉功労 殿木　孝重 上石神井四丁目

141 社会福祉功労 齊藤　京子 関町北二丁目

142 社会福祉功労 藤森　敏子 関町南二丁目

143 社会福祉功労 榎本　厚子 関町南四丁目

144 社会福祉功労 高木　サキ子 東大泉三丁目

145 社会福祉功労 田中　厚子 大泉町四丁目

146 社会福祉功労 森戸　みや子 大泉学園町三丁目

147 社会福祉功労 神　美惠子 中村北三丁目

148 社会福祉功労 猪股　櫻子 早宮一丁目

149 社会福祉功労 田中　尚子 北町八丁目

150 社会福祉功労 鈴木　ひろ子 豊玉中一丁目

151 社会福祉功労 加藤　志乃婦 光が丘三丁目

152 社会福祉功労 田村　幸子 早宮二丁目

153 社会福祉功労 正木　拓朗 東大泉二丁目

154 社会福祉功労 中島　愼朗 高野台一丁目

155 農林水産功労 山下　巖 石神井町六丁目

156 農林水産功労 上野　志げ子 田柄四丁目

157 農林水産功労 佐久間　節子 高松二丁目

158 農林水産功労 内堀　由紀枝 西大泉二丁目

159 農林水産功労 西貝　涼子 中村南二丁目

160 農林水産功労 荘埜　銀一 大泉町一丁目

161 商工業功労 鈴木　健之 大泉学園町七丁目

162 商工業功労 小林　佑吉 豊玉北四丁目

163 商工業功労 川島　英雄 平和台一丁目

164 商工業功労 大森　重男 関町北二丁目

165 商工業功労 穂苅　重信 大泉町三丁目

166 商工業功労 髙内　恒行 板橋区

167 商工業功労 新井　友和 上石神井一丁目

168 商工業功労 谷口　守 石神井台三丁目

169 商工業功労 立花　祐一 旭町一丁目
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170 商工業功労 森田　幸政 北町一丁目

171 商工業功労 長嶺　光彦 西大泉五丁目

172 商工業功労 鳥羽　薫 関町北五丁目

173 商工業功労 深野　信之 豊玉上二丁目

174 商工業功労 小林　郁夫 石神井台八丁目

175 商工業功労 石澤　武 羽沢三丁目

176 商工業功労 高橋　正平 豊玉中一丁目

177 商工業功労 寺本　勝彦 平和台二丁目

178 商工業功労 齊藤　亘 平和台二丁目

179 学校教育功労 安藤　由美子 南大泉五丁目

180 学校教育功労 加藤　貞明 春日町四丁目

181 学校教育功労 豊島　良一 石神井町四丁目

182 学校教育功労 森田　惠 豊玉北六丁目

183 学校教育功労 中野　栄子 春日町六丁目

184 学校教育功労 長松　淳一 文京区

185 学校教育功労 日髙　章雄 ―

186 学校教育功労 相田　孝彦 光が丘一丁目

187 社会教育体育功労 内藤　哲也 下石神井六丁目

188 社会教育体育功労 井上　啓子 関町南二丁目

189 社会教育体育功労 片山　雄敬 錦一丁目

190 社会教育体育功労 若林　茂 北町六丁目

191 社会教育体育功労 井本　重喜 谷原五丁目

192 文化事業功労 花柳　秀邦 高野台一丁目

193 文化事業功労 嶋田　利清 田柄一丁目

194 人命救助 本田　一志 府中市

195 人命救助 髙須　俊之 大泉町三丁目

196 人命救助 冨田　聖 板橋区

※本人の都合により、５名を非掲載、９名を一部非掲載としています。
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