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（左上）附属久里浜特別支援学校 6年生の修学旅行（箱根）
（左下）附属小学校 日米児童交流会（ハワイ）
（右上）附属大塚特別支援学校 三浦海岸共同生活
（右下）附属桐が丘特別支援学校 オリパラ講演会

【附属高等学校】（７～１１月）
【第70回関東⾼等学校選⼿権】・１年 松本恭太郎 平泳ぎ100ｍ 第10位⇒インターハイ出場

・１年 松本恭太郎 平泳ぎ200ｍ 第10位⇒インターハイ出場
【第60回国際数学オリンピックイギリス⼤会】・３年 坂本平蔵 ⾦メダル
【ワールドロボットオリンピアード国際親善⼤会 】・１年 辻知⾹葉 第３位
【 World Robot Olympiad International Final 2019 】出場・１年 辻知⾹葉
【関東⾼等学校選抜競漕⼤会東京都予選会】・２年 岩崎栞乃 ⼥⼦シングルスカル 第１位
【第15回全国物理コンテスト物理チャレンジ2019 】・２年 阿江伸太朗 銅賞
【東京都⾼等学校新⼈⽔泳競技⼤会】
・１年 松本恭太郎 男⼦ 50ｍ平泳ぎ 第２位・２年 藤原周⼤ 男⼦100ｍ⾃由形 第２位
・⽔泳部 男⼦４×100ｍフリーリレー 第６位・⽔泳部 男⼦４×50ｍメドレーリレー 第７位
【 ⽇本⽣物学オリンピック2019 】 ・２年 安⽥百花 予選優秀賞・本選敢闘賞
【第９回科学の甲子園東京都大会】・２年 阿江・木村・安田・濵田・今井・野口 総合第２位
【第58回全国高等学校生徒英作文コンテスト 】

・３年 大谷朗子 優良賞・３年 上田千靖 入選・３年 福原菜々美 入選・３年 多賀陽平 入選
【第55回関東高等学校自馬競技大会】

・２年 越前卓馬 小障害飛越競技 第４位・１年 奥村美賀子 クロスアンドバーティカル競技 第４位
・２年 秋山美月 クロスアンドバーティカル競技 第５位

【附属視覚特別支援学校】（７～１１月）
【全国盲学校フロアバレーボール大会】・ 準優勝
【関盲体連中学部フロアバレーボール大会】・優勝
【令和元年度 中学生の主張東京都大会】・中学部１年 藤田大悟 東京都知事賞
【IBSAブラインドサッカーアジア選手権】
・高等部普通科1年 園部優月 日本代表選手としてタイ・パタヤへ派遣⇒チーム３位入賞
【第４回目が見えない・見えにくい私だから考えついた “とっておきのアイディア”コンテスト】
・小学部6年 杉水流さくら・小学部5年 福富鼓哲 優秀賞
【第69回ヘレンケラー記念音楽コンクール】中学部合唱・合奏部 ヘレンケラー賞受賞

入賞者6名 奨励賞1名

【附属桐が丘特別支援学校】（７～１１月）

【第1回 AI ラジコンカーグランプリ】出場
・中学部2年 大海拓斗/中等部2年 中村愛良/中等部3年 小峰丈周/高等部2 張替理暉
【ミラコン2019第2回プレゼンカップ全国大会第３ブロック東京大会】
・高等部３年 加藤悠介 第２位
・高等部１年 斉藤美羽・高等部1年 羽賀隼人・高等部２年 張替理暉 努力賞

【附属大塚特別支援学校】（７～１１月）

【東京消防庁第69回「はたらく消防写生会」 】
・中学部1年 菅谷美月・中学部3年 原 光生 優秀賞（消防総監賞）
・小学部1年 戸井貴裕・小学部２年 坂本和奏・小学部３年 齊藤維奏・小学部４年 新山夏菜
・小学部５年 酒井瑛太・小学部６年 大㙒 温 ・中学部２年 栃倉一輝 入選（消防署長賞）
【全国国立大学附属学校PTA連合会主催第15回「絵画コンクール」】
・幼稚園年少 石井稜土 特別賞

【附属坂戸高等学校】（７～１１月）
【沖縄インターハイ】出場 ・自転車競技部
・3 年 増田たま 2km インディヴィデュアル・パーシュート 第 2 位
【未来の畜産女子育成プロジェクト事業（日本中央競馬会畜産振興事業）】
・3 年 安江日向子 事業対象生徒に選出⇒ニュージーランド現地研修参加
【第12回国際クーベルタン・ユースフォーラム日本代表】・3 年 髙田伊知郎
【関東大会】自転車競技部・2年 片野樹 第 6 位
【坂戸市少年の主張大会】・3年 齋藤陽美 優秀賞
【読売新聞投書掲載】・3年 秋葉大地（高評価）
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【ｷﾞｬﾗｸｼﾃｨ音楽コンクール 小学 1・ 2 年生部門 】・米山奈那 第2位

【附属駒場中・高等学校】（７～１１月）【附属中学校】（７～１１月）

【附属小学校】（７～１１月）

【都大会】・蹴球部1 回戦出場

・野球部 1 回戦勝利 2 回戦出場

・硬式庭球部 シングルス 1 年男子 １年女子

【関東大会 】・陸上部 女子 200ｍ ３年 25：98

・水泳部 女子 200m バタフライ 2：23.45

【全国大会 】・陸上部 女子 100ｍ ３年 （都大会にて 12：53 の標準記録突破）

【東京都中学校学年別水泳競技大会】・水泳部２年女子個人メドレー200m 第６位 2：34.25

・２年男子自由形100m 第7位 59.26

【全日本かるた協会第 31 回湯島天満宮奉納全国中学生かるた大会】・２年生の部 準優勝

【関東甲信越エネルギー教育新聞スクラップ作品コンクール】・アジアの子どもの会 最優秀賞

【「税の標語」東京国税局間税会連合】・３年女子「知ることで意識が変わる消費税」 佳作

【第８回鎌倉文学館こども文学賞 中学生の部】・３年女子 作品タイトル「春の海」 大賞

【新宿区メニューコンクール】・家庭科研究会３年女子 入賞

【第65回東京都十六高校対抗水上競技大会】・羽賀遼太郎 男子100m平泳ぎ 第3位/200m平泳ぎ 第 2位

【令和元年度東京都高体連秋季剣道大会男子Ⅱ部】・剣道部 第3位

【第29回東京都公立高等学校ハンドボール大会】・男子の部 第3位 ・前田星冴・中村恒介 優秀選手賞

【東京都中学校囲碁大会】駒場棋院・Bクラス優勝 安田廉太郎・SAクラス準優勝 丸山直人(2B)

【第47回関東高校将棋リーグ戦A級】・将棋部 第3位

【第43 回全国高校囲碁選手権大会全国大会】・駒場棋院 男子団体戦 準優勝

【第67回東京都中学校学年別水泳競技大会】 ・森原健斗 1年男子平泳ぎ50ｍ 第5位

【東京都高等学校新人水泳競技大会】・羽賀遼太郎 男子100ｍ平泳ぎ 第7位

【第50回国際物理オリンピック イスラエル大会】・千葉遼太郎 金メダル ・笹木宏人・山田耀 銀メダル

【第31回国際情報オリンピック アゼルバイジャン大会】・米田優峻 金メダル ・行方光一 銀メダル

【第15回全国物理コンテスト（物理チャレンジ 2019）】・山田耀 物理チャレンジ大賞･エリジオン賞

・池田侑登 TDK賞・笹木宏人・千葉遼太郎・山田耀・池田侑登 金賞・粟野稜也 銅賞

【化学グランプリ2019】・村松朋哉・大野浩輝 金賞・國料明能 銅賞

【第16回ジュニア広中杯】・石川勇太朗 第1位・妻鹿洸佑 第3位・東川レオン 第6位

【日本生物学オリンピック 2019 本選】・村井皓太郎 金賞 ・高畑和万 銅賞

【Asian Junior and Youth Orienteering Championships】

・伊藤和生 SPRINT RELAY M/W14 クラス2位/SPRINT M14 クラス 6位入賞

【第46回世田谷区中学校総合体育大会】・運動部 男子第2位

【第42回東京都高等学校文化祭囲碁部門大会】

・駒場棋院 男子団体順位戦 優勝 ・川口飛翔 男子個人順位戦 優勝

【パソコン甲子園 2019プログラミング部門】・ 行方光一･米田優峻 グランプリ・米山瑛士･行方聖 第3位

【東京都中学校囲碁大会 トーナメント戦】・丸山直人 第4位

【東京都高等学校文化祭演劇部門中央大会 兼 東京都高等学校演劇コンクール】・演劇部 東京都高等学校演
劇研究会長賞/東京都教育委員会賞（国立劇場特別出演推薦）『敦盛敦盛』

【東京都高等学校第6支部剣道大会】・バルデス・フランシスコ 剣道部個人戦準優勝

【令和元年度東京都高等学校秋季大会】・ハンドボール部 第4位

【令和元年度 中学生科学コンテスト】・北川祐・酒井尉太朗・戸田日々輝 銀賞 ・大庭嵩弘・岩下佳生・大
土海音・松村奏和・菅野祈織・田辺峻望 銅賞・飯野拓人・居石壮平・御影大智・伊勢田理貴・石井主税・海
老原周作 優秀賞（筆記部門第1～3位）・森紘祐・蛯原魁星・宮田莉来 優秀賞（実技Ⅰ部門第1～3位）

【World Puzzle Championship 2019】・千葉遼太郎 銀メダル

【第 23 回日本ジュニア数学コンクール 】

・チームう 団体戦 大賞・チームうど・チームうどん 優秀賞・スパーキングファイターズ 優良賞

【第 13 回国際地学オリンピック韓国大会 】・大野浩輝 金メダル

【第 29 回私たちの身のまわりの環境地図作品展】

・比嘉秀海 国立環境研究所理事長賞・水木優之介 地理教育研究会理事長賞

・岩下佳生・岡島和範・松野尾隼人・粟生田慶・鈴木智尋・菊池将太 優良賞

・長谷川幸裕・田邉峻望 努力賞

【第 20 回広中杯 全国中学生数学大会】・日野正輝 金メダル・菊池朝陽 銀メダル

【第 9 回科学の甲子園東京都大会】・中村宇堂・大野浩輝・李明易・髙畑和万・豊島慶大・光丸翔 第1位
（東京都代表） 筆記競技（物理・地学）第1位 実技競技第1位

【附属聴覚特別支援学校】（７～１１月）
【全国聾学校作文コンクール小学部の部】 ・小学部6年男子 金賞
【全国聾学校絵画展小学部の部】・小学部3年男子 優秀賞
【千葉県ジュニアオリンピック最終選考会】
ジャベリックスロー・中学部3年女子 1 位 ・中学部3年女子 2 位
【第13回全日本学生・ジュニア短歌大会】・中学部3年男子 秀作賞
【全国聾学校作文コンクール中学部の部】 ・中学部3年男子 銀賞
【全国聾学校作文コンクール高等部の部】 ・高等部普通科3年女子 銀賞

・高等部普通科1年男子 銅賞
【関東地区聾学校バレーボール大会】・優勝
【第20回歯型彫刻コンテスト『ほるほる』学生の部】・ 高等部歯技科3年男子 最優秀賞
【第49回関東聾学校中学部卓球大会】・女子団体 優勝・男子団体 ３位

・中学部3年女子 女子個人1部優勝
・中学部1年女子 女子個人2部優勝

【市川市民陸上大会】共通男子ジャベリックスロー・中学部3年男子 優勝
共通女子ジャベリックスロー・中学部3年女子 優勝

【令和元年度「心の輪を広げる体験作文」】・中学部２年女子 理事長賞
【令和元年度「一茶まつり」全国小中学生俳句大会】・小学部1年男子2名 入選

・中学部1年男子・中学部3年女子 入選
【全国聾学校陸上競技大会】・ 高等部普通科男子 総合優勝・ 高等部普通科女子 総合優勝

女子走り高跳 ・高等部普通科3年女子 優勝
【令和元年度「心の輪を広げる体験作文」】・高等部普通科2年男子 最優秀賞（千葉県 1 位）

・高等部普通科2年男子 優秀賞 （千葉県 2 位）
・高等部普通科2年男子 理事長賞（千葉県 3 位）

【和田精密歯研株式会社主催 歯科技工 G1 グランプリ】 ・高等部専攻科3年男子 優秀賞
【全国聾学校卓球大会】・ 男子団体 準優勝
【千葉県肢体不自由児協会主催第67回「手をつなぐ作品展」】

・高等部普通科1年女子 千葉県特別支援教育研究連盟理事長賞
【第8回高校生国際ESDシンポジウム】・高等部普通科2 年男子発表
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