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（左上）附属久里浜特別支援学校 地震津波避難訓練
（左下）附属坂戸高等学校 自転車部関東大会表彰式
（右上）附属小学校 大塚特別支援学校との交流会
（右下）附属駒場中・高等学校 大隅良典先生講演会（ＪＳＴさくらハイスクールプログラム）

【附属聴覚特別支援学校】（２～6月）
【全労済小学生作文コンクール】
・小学部5年男子 銅賞
【第67 回市川市美術展】
「第2部洋画部門」・高等部専攻科1 年男子 優秀賞 ・高等部専攻科２年女子 奨励賞

【附属視覚特別支援学校】（２～6月）
【かすみがうらマラソン兼国際盲人マラソン2019】
・高等部専攻科音楽科１年 工藤星奈 5km の部 女子B-2クラス 28 分39 秒 第１位
【日本パラ陸上競技選手権大会】
・高等部普通科3年 安部 遥 1500m走 T12クラス 5 分45 秒00 第1 位
【第２０回東京都障害者スポーツ大会】
・高等部普通科２年 前田悠葉 50m走 クラス25 9 “30 第 1 位
・高等部普通科２年 田邊和馬 100m走 クラス25 13“98 第 1 位

200m走 30“15 第 1 位（大会新）
・高等部普通科３年 東 茉優 200m 走 クラス25 37“94 第 1 位
・高等部専攻科音楽科１年 工藤星奈 800m走 クラス25 3‘24“24 第 1 位
【関東地区フロアバレーボール大会】
・関東地区優勝⇒全国大会へ出場

【附属桐が丘特別支援学校】（２～6月）

【第30 回東京都肢体不自由特別支援学校ハンドサッカー大会】リーグ優勝
・高等部3年 岡佑磨 最優秀選手賞
【東京都障害者スポーツ大会】
中学部メダル獲得数 金6個、銀11個、銅8個 高等部メダル獲得数 金17個、銀19個、銅16個
・岩﨑光佑 50ｍ 走 14”70 大会新記録 ・杉山凜 100ｍ 走 22”12 大会新記録
・岩﨑光佑、髙橋大地 全国障害者スポーツ大会東京都代表決定
【IT夢コンテスト2019】・最終審査会進出「スマホから飛び出す地図」代表者：荒井蒼良

【附属大塚特別支援学校】（２～6月）

【第20回東京都障害者スポーツ大会】
（陸上競技）・小学部6年 西村くるみ 50m走 第1位
（水泳競技）・中学部2年 栃倉一輝 自由形50m 第2位、平泳ぎ50m 第2位
（フライングディスク競技）
・高等部2年 佐藤亜衣 種目：アキュラシー 第1位⇒全国障害者スポーツ大会東京都代表決定
・高等部2年 関崎萩乃 種目：アキュラシー 敢闘賞
（ボウリング競技）
・高等部3年 佐々木理沙 少年女子 第2位⇒全国障害者スポーツ大会東京都代表決定
【2019 スペシャルオリンピックス夏季大会・アブダビ】
（ボウリング競技）
・高等部3年 佐々木理沙 女子シングルス 第4位、 ペア 第2位

【附属坂戸高等学校】（2～6月）

・自転車競技部5名⇒インターハイ出場
・関東北信越地区SGH高校課題研究発表会「北陸新幹線サミット」参加 11名
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【東京都高等学校バドミントン冬季東ブロック（Ⅱ部）大会】・バドミントン部 男子団体 優勝
【第31回 東京都弓道連盟第三地区 中学・高校弓道大会】 ・弓道部 女子団体 優勝
【第29回日本数学オリンピック（JMO）】・2年 坂本平蔵 優秀賞

【第13回科学地理オリンピック】 ・１年 阿江伸太朗 銅賞

・２年 野々下寛也 銅賞

【都⾼校総体】・３年 丸⼭豊⼟ バドミントン 男⼦ シングルス予選 第１位（都ベスト16）

・３年 伊藤杏樹 フェンシング ⼥⼦ 個⼈エペ 準優勝

【都⾼体連バレーボール⼥⼦部 春季リーグ戦】・⼥⼦バレーボール部 優勝

【第41回全国⾼等学校⼩倉百⼈⼀⾸かるた⾼校選⼿権】

・かるた部 （団体戦） 東京都最終予選 都ベスト４

【都⾼校選⼿権⽔泳競技⼤会】 ・２年 藤原周⼤ ⾃由形100ｍ 第８位⇒関東⼤会出場

・１年 松本恭太郎 平泳ぎ200ｍ 第６位⇒関東⼤会出場

【附属駒場中・高等学校】（２～6月）【附属中学校】（2～6月）

【附属高等学校】（2～6月）

【井上靖コンクール】・2年女子 最優秀賞 ・2年女子 佳作

・1年女子 佳作 ・1年女子 佳作

【ジュニアブロックシンガポール遠征日本代表メンバー】・3年男子が選出

【JICA 環境を考えた作文コンクール】特別優秀学校賞

【朝霞市教育委員会表彰】（経歴：第40回少年の主張全国大会東京都代表出場）・3年女子表彰

【公益社団法人「創玄書道会」】・3年男子 学年優秀賞

【全日本かるた協会「全国小中学生かるた選手権」】・2年女子 第4位

【文京区中学校春季大会】・野球部 優勝 ⇒都大会出場（第４ブロック大会代表）

【第70回東京都中学校地域別陸上競技大会】・ ３年女子 女子西部共通200M 第１位

・女子4×100Mリレー第４位⇒都大会出場

【全日本かるた協会「第33回全国かるたさがみ野大会」】 ・2年男子 D級 第3位

【第100回全国競技かるた横浜大会】・3 年女子 E級 第3位

【全日本かるた協会「第101回全国競技かるた横浜大会」】・2年女子 E級 優勝

【東京都中体連第4ブロックテニス選手権大会】・女子硬式庭球部 第4位

【文京区中学校夏季大会】・蹴球部 第2位 ⇒ブロック大会出場⇒都大会出場

【文京区夏季大会】・3年女子 バドミントン個人戦女子シングルス第3位⇒ ブロック大会出場

【文京区中学校夏季大会】・野球部 第1位 ⇒ブロック大会出場⇒都大会出場

【全日本かるた協会第20回百人一首競技かるた杉並大会】 ・3年女子 E級 第3位

【公益法人日本青年会議所JCI JAPAN少年少女国連大使】・3年女子が選出

【第60回世田谷区少年剣道大会（個人戦）】

中学2年男子の部 ・古瀬和寛 優勝 ・江口和希 第3位

中学1年男子の部 ・中村圭智 準優勝

【第131回世田谷区卓球（団体戦）】 ・中学男子 第3位 ・高校男子 第1位

【東京都中学校囲碁大会】・西尾利太郎 sAクラス優勝 ・奥野裕之介 Aクラス準優勝

【Asian Bridge 2019 】・語学部 第2位

【日本高校生パーラメンタリーディベート連盟杯2019 東京都大会】・語学部 第4位

【第1回HDPU日本中学生パーラメンタリーディベート連盟杯】・語学部 第２位

【第２回PDA中学生即興型英語ディベート全国大会】・語学部 優勝

【第21回算額をつくろうコンクール】・池田淳一郎 銀賞（建部賢弘賞）

【第19回日経ＳＴＯＣＫリーグ】・最優秀賞 「消費で応援、災害を乗り越えろ！」

【第17回日本ジュニア数学オリンピック】

・石堀朝陽 金賞 ・床呂光太/菊地朝陽/天谷健人 銀賞 ・久松俊介/大網啓夢 銅賞

【第13回科学地理オリンピック日本選手権】

・片山大誠/鈴木脩人 銀メダル ・中村宇堂/小泉泰聖 銅メダル

【第11回日本地学オリンピック】

・大野浩輝 茨城県知事賞 ・村井皓太郎 つくば科学万博記念財団理事長賞

・大野浩輝/中村宇堂/山田耀 金賞 ・髙畑和万/千葉遼太郎 銀賞 ・村井皓太郎 銅賞

・鈴木脩人 敢闘賞

【第18回日本情報オリンピック】

・行方光一/米田優峻 優秀賞（国際情報オリンピック日本代表）

・行方聖/米山瑛士/星井智仁/大佐健人/千葉 遼太郎 優秀賞

【第20回関東甲信越地区中学・高校春季ディベート大会】・語学部 中学の部 ＣｏＤＡ賞

【全国高等学校将棋選手権大会東京地区予選】・将棋部Bﾁｰﾑ 男子団体戦 準優勝

【都中体連第2ﾌﾞﾛｯｸ春季剣道大会】・団体戦 準優勝

【世田谷区中学校春季卓球大会】

・男子団体 第2位 ・伊達悠人 男子シングルス 第2位 ・男子ダブルス 第1位

【第53回東京都高等学校囲碁大会男子個人順位戦】・川口飛翔 優勝 ・菅波祐介 準優勝

【第16回小・中学校囲碁団体戦東京都大会】

・選抜戦 準優勝（全国大会出場） ・クラス別戦A 第三位

【第46回世田谷区中学校総合体育大会剣道大会】・男子団体戦 準優勝

【第46回世田谷区中学校総合体育大会】・硬式テニス部 男子団体 第3位

【世田谷区中学校夏季卓球大会】・男子団体 第2位

【第43回全国高校囲碁選手権大会東京都大会】・団体戦 優勝

【世田谷区中学校夏季卓球大会】・伊達悠人/相原恒志郎 男子シングルス 第5位
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