
表彰者一覧【小学生】
No. 氏名またはチーム名 大　会　名　等　お　よ　び　成　績

1 河野　泰成 東日本少年少女レスリング選手権大会 小学1・2年の部32kg級 準優勝

2 小林　郁帆 第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 10歳以下男子50m平泳ぎ 第4位

3 鈴木　ちとせ 第61回下水道の日「下水道いろいろコンクール」(作文部門)日本下水道協会 会長賞

4 田村　優将 全日本ジュニアテコンドー選手権大会マッソギ C10-11＋45kg級 優勝

5 戸叶　彩吹 第9回全国ユースアルティメット選手権大会 第8位

6 堤　　愛莉 第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 10歳以下女子4×50m　メドレーリレー 第6位

7 田村　　成 文部科学大臣杯第64回小学生・中学生全国空手道選手権大会 小学三年生男子組手の部 敢闘賞

8 藤野　日和 ブルグミュラーコンクール東京12月 銀賞

9 吉田　埜愛 令和4年度 第39回 全国少年少女レスリング選手権大会 女子の部5年生33㎏級 優勝

10 吉田　玲衣 令和4年度 第39回 全国少年少女レスリング選手権大会 女子の部4年生33㎏級 準優勝

11 常田　幸泰 高円宮賜杯 第42回 全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント 第8位

12 孔　　令涵 全日本ピアノコンクール2022 小学生中学年の部 銀賞

13 北端　尊琉 空手道拳道会 第25回全国ジュニア選手権大会 組手小学2年生の部 優勝

14 齋藤　楢太 第47回ゆうちょアイデア貯金箱コンクール 文部科学大臣賞

15 三門　　充 第18回日本空手道濤進会 空手道選手権大会 組手小学生1・2年の部 優勝

16 大縫　悠人 第十一回全国書写書道総合大会 令和四年度全国学生書写書道展 優秀特選 ベスト7

17 石川　陽菜乃 第18回日本空手道濤進会 空手道選手権大会 形小学生新人の部 優勝

18 加藤　千夏 第25回ジュニア陸上競技・チャレンジカップ 女子1年50ｍ 第4位

19 川手　　銀 第18回日本空手道濤進会 空手道選手権大会 形小学生上級の部 第3位
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20 菅　清志郎 第53回日本少年野球選手権大会 ベスト4

21 澤口　果凛 2022年全国あんざんコンクール 金賞

22 太田　麗心 第39回全国少年少女レスリング選手権大会 第3位

23 柴﨑　妃那 第22回全日本少年少女空手道選手権大会 六年女子組手 準優勝

24 下村　皇誠 U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2022 ベスト8

25 大谷　凌斗 第39回全国少年少女レスリング選手権大会 小学生の部5年生26Kg級 優勝

26 黒井　和貴 関東ジュニアクラブバスケットボール大会 優勝

27 玉巻　空慈 関東ジュニアクラブバスケットボール大会 優勝

28 柴原　依澄 第19回荒川区テコンドー選手権大会トゥル 優勝

29 松田　　凛 第22回全日本少年少女空手道選手権大会 一年男子形 第五位

30 峯　莉里香 令和4年度千代田町近隣少年少女レスリング大会 3･4年女子の部36Kg級 第3位

31 峯　葵央葉 第36回東日本少年少女レスリング選手権大会 小学1･2年の部22Kg級 優勝

32 佐古　光優 フォーデイズ杯令和4年度第15回全日本女子オープンレスリング選手権大会 キッズの部53Kg級 第3位

33 湯浅　みゆう 日本国際バレエフェスティバル2022 プレコンクール部門 金賞

34
AI☆DanceStudio

PowerfulPrincessMINI JAMfest　JAPAN　Youth-Variety部門 優勝、SPIRIT AWARD賞

35
松戸KIDSチアダンスサークル

Candy　Girls ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2022アピアランス賞　Pom部門　Youth Medium編成 第7位

36
松戸KIDSチアダンスサークル
Candy　Girls　mini prep JCDA CHEER DANCE COMPETITION in Summer関東Pom Novice部門 Mini編成 第1位入賞

37
松戸KIDSチアダンスサークル

Candy　Girls　mini ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2022 Pom部門　Mini Small　編成A 第6位
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1 日向　玲奈 令和4年度東京都知事杯第13回全国中学選抜U15ﾚｽﾘﾝｸﾞ選手権大会 女子42Kg級 第2位

2 岸田　　唯 2023ICU Junior World Cheerleading ChampionShips 日本代表選出

3 渡辺　光桃 令和4年度全国中学校体育大会 第49回全日本中学校陸上競技選手権大会 女子800m 第7位

4 尾山　敬太郎 文部科学大臣杯第64回小学生・中学生全国空手道選手権大会 中学二年生男子組手の部 敢闘賞

5 湯田　颯太 第18回日本空手道濤進会 空手道選手権大会 組手中学生男子の部 第3位　

6 太田　昇聖 第28回全国ジュニアラグビーフットボール大会 第3位

7 松元　雅宗 日本スポーツ振興協会ジュニアテニストーナメント 16歳以下男子ダブルス 準優勝

8 小山　広大 みんなでつなごうリレーフェスティバル2022 U16男子4×100ｍR 第2位

9 熊倉　拓輝 第5回全日本ゴールデンエイジカップアーチェリー大会 第2位

10 高橋　梨桜 第8回全国中学生フェンシング選手権大会 女子エペ個人戦 第2位

11 合田　翔空 令和4年度全国中学校体育大会 第49回全日本中学校陸上競技選手権大会 男子200m 第4位

12 坂下　由佳 全日本一輪車マラソン大会 ミニ10Km24インチ女子中学生以上 第6位

13 川口　蓮太朗 第68回青少年読書感想文全国コンクール サントリー奨励賞

14
AI☆DanceStudio
PowerfulPrincess JAMfest JAPAN Vo.16 in TOKYO　ダンス/コンペティション部門 第2位

15
松戸KIDSチアダンスサークル

Candy　Girls　SISTER ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2022Pom部門 Junior Small編成A 第5位

16 松戸中央ボーイズ ゼット杯第34回東日本選抜大会 準優勝

17 Venom 第6回日本リズムダンス選手権 全国大会 第4位

18 第四中学校　吹奏楽部 第70回全日本吹奏楽コンクール 銀賞

19 第三中学校　吹奏楽部 2022（第28回）日本管楽合奏コンテスト 全国大会中学校A部門 最優秀賞
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20 小金中学校　吹奏楽部 2022（第28回）日本管楽合奏コンテスト 全国大会中学校B部門 最優秀賞・フィナーレ賞

21 第六中学校　管弦楽部 第11回日本学校合奏コンクール2022全国大会ソロ＆アンサンブルコンテスト 金賞

22 常盤平中学校　合唱部 令和4年度こども音楽コンクール文部科学大臣賞選考会（全国大会）中学校・重唱部門 審査員特別賞・第2位
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