
 

平成 29年度東京都「Good Coach賞」被表彰者名簿 
１ 義務教育学校・中学校 

 学校名 職 名 氏 名 部活動 

1 中央区立佃中学校 教  諭 木村 恵 男子・女子バスケットボール 

2 墨田区立桜堤中学校 主任教諭 原 美希 吹奏楽 

3 江東区立深川第七中学校 主任教諭 塚田 早弥香 俳句 

4 世田谷区立桜丘中学校 主任教諭 井原 法子 演劇 

5 世田谷区立烏山中学校 教  諭 鳥谷 悠哉 女子バスケットボール 

6 世田谷区立喜多見中学校 主任教諭 金野 勧 男子・女子卓球 

7 世田谷区立喜多見中学校 主任教諭 渡辺 公幸 男子サッカー・体力増進 

8 中野区立第七中学校 主任教諭 松本 健二 男子・女子卓球 

9 豊島区立巣鴨北中学校 主任教諭 小澤 俊介 軟式野球 

10 練馬区立貫井中学校 主幹教諭 髙橋 健司 柔道 

11 江戸川区立小岩第一中学校 主任教諭 浦塚 瑶子 吹奏楽 

12 江戸川区立二之江中学校 教  諭 鈴木 かおる 民舞和太鼓 

13 八王子市立甲ノ原中学校 主幹教諭 鈴木 泉 美術 

14 三鷹市立第七中学校 主幹教諭 木村 智佐子 ボランティア 

15 府中市立府中第二中学校 主幹教諭 渡邊 一史 男子・女子卓球 

16 昭島市立清泉中学校 主任教諭 上野 直実 剣道 

17 調布市立第六中学校 主任教諭 粕谷 宏 女子ソフトテニス 

18 調布市立第六中学校 主任教諭 末次 則子 演劇 

19 町田市立南中学校 主任教諭 太田 健佑 陸上競技 

20 町田市立鶴川第二中学校 主任教諭 眞鍋 淳一 合唱 

21 町田市立小山中学校 主任教諭 芝田 実 少林寺拳法 

22 東村山市立東村山第一中学校 主幹教諭 森元 隆之 女子バスケットボール 

23 東村山市立東村山第一中学校 主任教諭 遠山 孝志 女子バレーボール 

24 国分寺市立第五中学校 主幹教諭 吉澤 隆 吹奏楽 

25 国立市立国立第二中学校 主幹教諭 森田 典和 吹奏楽 

26 福生市立福生第一中学校 主任教諭 宮原 久仁夫 女子ソフトテニス 

27 福生市立福生第三中学校 教  諭 田中 悦子 吹奏楽 

28 清瀬市立清瀬第三中学校 主任教諭 中田 陽士 陸上競技 

29 清瀬市立清瀬第五中学校 主幹教諭 角屋 仁志 水泳 

30 東久留米市立久留米中学校 主幹教諭 浅田 武 男子サッカー 

31 羽村市立羽村第一中学校 主任教諭 滝 友弘 男子バレーボール 

32 羽村市立羽村第一中学校 主任教諭 大和 雅彦 軟式野球 

33 羽村市立羽村第二中学校 教  諭 寺山 育男 ソフトボール 

34 羽村市立羽村第二中学校 教  諭 内藤 大輔 吹奏楽 

 

別 紙 



 

１ 義務教育学校・中学校 

 学校名 職 名 氏 名 部活動 

35 羽村市立羽村第三中学校 主幹教諭 鈴木 一利 男子・女子ソフトテニス 

36 羽村市立羽村第三中学校 教  諭 坂口 直樹 男子・女子バスケットボール 

37 西東京市立ひばりが丘中学校 教  諭 三枝 正幸 吹奏楽 

38 八丈町立富士中学校 主幹教諭 川畑 喜照 自然科学 

 

２ 高等学校・中等教育学校 

 学校名 職 名 氏 名 部活動 

1 東京都立つばさ総合高等学校 主幹教諭 田村 祥子 福祉 

2 東京都立駒場高等学校 指導教諭 北村 由里子 駒場フィルハーモニーオーケストラ 

3 東京都立稔ヶ丘高等学校 教  諭 大石 賢 陸上競技 

4 東京都立王子総合高等学校 主幹教諭 稲井 泰子 吹奏楽 

5 東京都立王子総合高等学校 主任教諭 市川 幸一 硬式野球 

6 東京都立両国高等学校 主幹教諭 久保田 直実 男子バスケットボール 

7 東京都立南葛飾高等学校 主幹教諭 水島 秀司 陸上競技 

8 東京都立紅葉川高等学校 主任教諭 石塚 えりあ 演劇 

9 東京都立農産高等学校 専修実習助手 常盤 大助 園芸 

10 東京都立南多摩中等教育学校 主任教諭 飯嶌 紀子 南多摩フィルハーモニー 

11 東京都立南多摩中等教育学校 主任教諭 德地 昌代 薙刀 

12 東京都立上水高等学校 主任教諭 井桁 寛子 放送 

13 東京都立東久留米総合高等学校 主幹教諭 永田 弥生 箏曲 

14 東京都立東久留米総合高等学校 主任教諭 齋藤 登 男子サッカー 

15 東京都立大島海洋国際高等学校 主幹教諭 西山 大介 カッター 

 

３ 特別支援学校 

 学校名 職 名 氏 名 部活動 

1 東京都立南大沢学園 主任教諭 田倉 章良 文化 

 


