【附属聴覚特別支援学校】（11～1月）
【平成30年度税に関する高校生の作文】
【第19回歯型彫刻コンテスト「ほるほる」】
・高等部普通科3年 女子 市川税務署長賞
・歯科技工科2年 男子 優秀賞
【歯型彫刻大会】
・歯科技工科３年 男子 奨励賞
・歯科技工科2年 男子 審査員賞
【Glグランプリ】
・歯科技工科2年 男子 最優秀賞
【第38回全国高校生読書体験記コンクール】
・高等部普通科2年 女子 優良賞（千葉県代表）
・高等部普通科1年 男子 入選（千葉県優秀作品五編）
・高等部普通科3年 女子 入選（千葉県優秀作品五編）
・高等部普通科3年 女子 入選（千葉県優秀作品五編）
【第14回全国聾学校作文コンクール】
（高等部部門）
・高等部普通科３年 女子 金賞（全国聾学校長会会長賞）
・高等部普通科１年 女子 銅賞
・高等部普通科３年 女子 努力賞
（中学部部門）
・中学部３年 女子 銅賞

【附属大塚特別支援学校】（11～1月）
【第68回はたらく消防の写生会】写生画の部
・中学部3年 長尾彩佳 優秀賞（消防総監賞）
・小学部1年 木下昊明
入選（消防署長賞）
・小学部2年 石津孝之丞 入選（消防署長賞）
・小学部3年 冨山 研
入選（消防署長賞）
・小学部4年 新島 奏
入選（消防署長賞）
・小学部5年 鈴木庄之助 入選（消防署長賞）
・小学部6年 川端繁仁
入選（消防署長賞）
・中学部1年 坂本翔真
入選（消防署長賞）
・中学部2年 西屋心一朗 入選（消防署長賞）

【第13回「科学の芽」賞】
・中学部3年 高橋るい 探究賞
・中学部3年 探究特別賞

【附属桐が丘特別支援学校】（11～1月）
【第37 回肢体不自由児・者の美術展】
・小学部6年 加藤 祐
書部門 佳作
・小学部6年 林屋実希 書部門 佳作
【第68回はたらく消防の写生会】
・小学部5年 坂川颯舵 未来画の部 優秀賞
・小学部6年 鈴木桜貴 ポスターの部 優秀賞
【全国車椅子マラソンin 横須賀・日産カップ追浜チャンピオンシップ2018】
・中学部2年 濱田優彩 ユース女子クラス2位
【平成30年度薬物乱用防止標語】
・中学部3年 竹内一真 薬物乱用防止推進板橋地区協議会・標語部門 準佳作
【ライオンズカップ・ボッチャ大会】
・高等部3年 小柳諒太郎/高等部1年 萩原晏志/中学部1年 細川晴希
第3位
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附属坂戸高等学校との交流会
創立１４６周年記念式典の様子
高等部修学旅行 エイサー体験
神奈川県特別支援学校駅伝・ランニング大会

【附属中学校】（11～1月）
【東京都中学校学年別大会】
・3年 男子 100m 平泳ぎ
第4位
・3年 男子
50m 自由形
第7位
・1年 男子 400m 自由形
第8位
・1年 男子 100m バタフライ 第２位
【大阪国際音楽コンクール】
・3年 女子 ジュニア自由曲 ピアノ優勝
【明日のTOKYO 作文コンクール】
・1年 女子 入選
・3年 女子 佳作
【税の標語】
・3年 女子 小石川税務署長賞
・3年 女子 小石川税務署長賞

【IPA 情報モラル・セキュリティーコンクール】
・1年 女子 最優秀賞
・2年 男子 優秀賞
・2年 女子 優秀賞
・3年 女子 優秀賞
【おかねの作文コンクール】
・1年 女子 佳作
【全国学芸サイエンスコンクール】
・1年 男子 旺文社赤尾好夫記念賞 入選
・1年 女子 旺文社赤尾好夫記念賞 入選

【附属高等学校】（11～1月）
【U18日本陸上競技選手権大会】
・2年 髙橋 創 男子800m出場（東京都代表）
【U18日本陸上競技選手権リレー大会】
・2年 髙橋 創 U18 男女混合マイルリレー（東京都代表）4位入賞
【平成30年度関東高等学校選抜ボート大会】
・2年 白砂壱唯 シングルスカル 準優勝 ⇒全国高等学校選抜ボート大会へ進出
【第10回坊ちゃん科学賞研究論文コンテスト】
・3年 松野大河 入賞
【日本倫理・哲学グランプリ2018】
・2年 影山優佳 銅賞
【第57回全国高等学校生徒英作文コンテスト（2・3年の部）】
・3年 角南 沙己 優秀賞
・3年 太田 有紀 入選
・3年 餘多分萌瑛 入選

【附属視覚特別支援学校】（11～1月）
【 ブラインドサッカーチャレンジカップ2018】
・鍼灸手技療法科3年 丹羽海斗 ⇒日本代表選手選出
【「トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム」第４回留学成果報告会】
・高等部音楽科３年 田中綾乃 留学成果発表

【附属小学校】（11～1月）
【新宿区図書館を使った調べる学習コンクール 】
・2年 若林 想
館長賞
【 文京区図書館を使った調べる学習コンクール】
・3年 川田真彩 奨励賞

【附属駒場中・高等学校】（11～1月）
【第19回広中杯ファイナル大会】
・石堀朝陽 金メダル ・竹内絃 第６位
【第15回ジュニア広中杯ファイナル大会】
・多田諒典 銀メダル ・大山弘翔 第４位 ・鈴木絢也 第５位 ・伊達悠人 第６位
【日本数学コンクール】
・岡林生夫 個人戦 大賞 ・原田丈司/林永幸/八尾駿輝/杉井秀伍 団体戦 優秀賞
【日本ジュニア数学コンクール】
・猪倉彼方 個人戦 優秀賞 ・津田遼人/齋藤信輝/秋吉悠希 団体戦 大賞
【第41回東京都高等学校文化祭囲碁部門大会】
・菅波祐介/永井究/肥田遼介 男子団体順位戦 準優勝 ⇒関東大会出場
・大勢拓実/林陶然/太田孝生 グループ別戦 準優勝
【東京都中学校囲碁大会】
・三上大喜 Ｂクラス 準優勝 ・安田廉太郎 Ｆクラス 優勝
【第13回関東中学将棋団体戦】
・望月洋志/種村賢飛/網屋亮介/髙橋英太郎/上野彗/諸岡知樹 Ａ級 優勝
【第8回MIMS現象数理学研究発表会】
・井上礼士 高校生によるMIMS現象数理学 最優秀賞
・池田侑登/村松朋哉 高校生によるMIMS現象数理学 ポスター賞
【第28回私たちの身のまわりの環境地図作品展】
・水木優之介 国土地理協会会長賞 ・鈴木拓/佐藤弐里 北海道教育大学長賞
・二階堂聡/武石航輔 IGU-LUCC議長賞 ・田中聖一郎 旭川市長賞
【パソコン甲子園 】
・行方光一 プログラミング部門 グランプリ ・米田優峻 プログラミング部門 グランプリ
【藤原ナチュラルヒストリー振興財団第9回高校生ポスター研究発表会】
・周亮安/今田敬都 優秀賞
【第13回全国高校生金融経済クイズ選手権エコノミクス甲子園東京大会】
・岩科知樹/中村宇堂 筆記ラウンド 特別賞
【第22回関東甲信越地区中学・高校秋季ディベート大会】
・開智高・関西創価高と合同チーム 即興論題部門 優勝 ・目黒涼平 ベストディベーター賞
【第8回科学の甲子園東京都大会】
・大野浩輝/千葉遼太郎/行方光一/笹木宏人/石田廉/山田耀
筆記競技数学・物理・化学・地学・情報領域 第1位

【附属坂戸高等学校】（11～1月）
【関東自転車競技新人戦大会】
・増田たま 2 ㎞ IP 2 位 500 ｍ TT 3位
・町田敬剛 スクラッチ 決勝進出
【埼玉県高等学校文化連盟賞表彰】（演劇部）
・高橋未来 高文連賞表彰

