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選考種別 所属 氏名

A小 千代田区立麹町小学校 海老名　文恵

A小 千代田区立九段小学校 春原　裕太

A小 千代田区立九段小学校 牧田　裕一

A小 中央区立泰明小学校 齊藤　隆光

A小 中央区立豊海小学校 小田　貴弘

A小 港区立港南小学校 小林　幸子

A小 新宿区立落合第四小学校 馬見塚　拓也

A小 文京区立駕籠町小学校 佐藤　樹里

A小 墨田区立両国小学校 松沼　洋介

A小 江東区立臨海小学校 水谷　美恵子

A小 江東区立豊洲北小学校 野間　啓二郎

A小 品川区立山中小学校 青木　由布

A小 目黒区立油面小学校 吉本　一也

A小 大田区立入新井第一小学校 長谷川　俊和

A小 大田区立東六郷小学校 金子　剛

A小 世田谷区立経堂小学校 佐藤　智彦

A小 世田谷区立芦花小学校 山本　裕也

A小 渋谷区立広尾小学校 大塚　和男

A小 渋谷区立幡代小学校 平間　詩乃

A小 中野区立谷戸小学校 橋本　健

A小 中野区立平和の森小学校 松本　匡広

A小 杉並区立桃井第五小学校 長峯　貴弘

A小 杉並区立堀之内小学校 久保　広太郎

A小 豊島区立富士見台小学校 堀田　誠

A小 豊島区立南池袋小学校 守友　鉄平

A小 北区立なでしこ小学校 菊池　努

A小 板橋区立北前野小学校 井戸　正利

A小 板橋区立板橋第二小学校 靭　健治

A小 練馬区立大泉第六小学校 窪　直樹

A小 足立区立梅島第一小学校 中村　健太郎

A小 足立区立弥生小学校 谷本　典大

A小 足立区立千寿本町小学校 播摩　靖文

A小 足立区立鹿浜五色桜小学校 増田　智春

A小 葛飾区立柴又小学校 四ツ目　理恵

A小 葛飾区立水元小学校 若林　健一郎

A小 葛飾区立宝木塚小学校 横山　友美

A小 葛飾区立小松南小学校 青木　隆

A小 江戸川区立二之江第三小学校 岡野　奈保子
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選考種別 所属 氏名

A小 八王子市立松木小学校 志村　亮介

A小 立川市立けやき台小学校 加藤　由裕

A小 立川市立上砂川小学校 青木　信人

A小 武蔵野市立関前南小学校 中島　裕人

A小 三鷹市立第三小学校 田中　栄一

A小 三鷹市立大沢台小学校 北條　和典

A小 府中市立府中第四小学校 柴崎　大輔

A小 調布市立上ノ原小学校 篠原　洋平

A小 町田市立南つくし野小学校 赤羽　利章

A小 町田市立小山田南小学校 高橋　恵一

A小 小平市立小平第六小学校 佐藤　宗一郎

A小 小平市立小平第十三小学校 菊池　佑介

A小 小平市立小平第十四小学校 佐々木　真吾

A小 小平市立花小金井小学校 高野　郁子

A小 東村山市立化成小学校 大西　寛和

A小 東大和市立第八小学校 平田　由布

A小 東久留米市立第一小学校 榎本　和哉

A小 東久留米市立第十小学校 三浦　尚介

A小 東久留米市立神宝小学校 森山　健史

A小 多摩市立多摩第二小学校 池田　豊一

A小 あきる野市立草花小学校 宇佐美　拓郎

A小 あきる野市立五日市小学校 大道　雅士

A小 日の出町立大久野小学校 長保　雄一

以上、６１名
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A中 中央区立佃中学校 吉森　祐司

A中 港区立白金の丘中学校 増田　晃教

A中 品川区立伊藤学園 相生　貴広

A中 世田谷区立駒留中学校 矢沢　千寿

A中 世田谷区立八幡中学校 福島　教全

A中 中野区立第三中学校 鎌形　孝二

A中 荒川区立第三中学校 西川　慶介

A中 練馬区立開進第四中学校 山田　陽子

A中 足立区立六月中学校 佐藤　学

A中 足立区立鹿浜菜の花中学校 深滝　恵

A中 江戸川区立二之江中学校 田中　将一

A中 江戸川区立東葛西中学校 田村　崇

A中 昭島市立福島中学校 水巻　英司

A中 町田市立つくし野中学校 末原　久志

A中 日野市立日野第一中学校 磯　美智代

A中 国立市立国立第一中学校 武内　陽子

A中 狛江市立狛江第一中学校 池田　知

A中 羽村市立羽村第一中学校 中川　真

A中 西東京市立田無第二中学校 水谷　延広

以上、１９名
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A高 台東区立柏葉中学校 勝又　健太

A高 都立雪谷高等学校 関根　教博

A高 都立六郷工科高等学校 佐伯　徳秀

A高 都立六郷工科高等学校 山中　圭司

A高 都立目黒高等学校 堀井　健史

A高 都立富士高等学校 佐田　千尋

A高 都立板橋有徳高等学校 南濱　隆宏

A高 都立晴海総合高等学校 隈部　雅嗣

A高 都立荒川商業高等学校 小池　美沙子

A高 都立大江戸高等学校 藤井　亨也

A高 都立青梅総合高等学校 伊藤　茉由莉

A高 都立田無工業高等学校 落合　知枝

A高 都立大島高等学校 島田　哲男

A高 都立八丈高等学校 金子　将之

以上、１４名

A特 都立北特別支援学校 和田　大

A特 都立府中けやきの森学園 宮田　愛

A特 都立江東特別支援学校 高橋　宏真

A特 都立中野特別支援学校 西田　駿介

A特 都立南花畑特別支援学校 綿引　清勝

A特 都立青峰学園 辻村　洋平

A特 都立南大沢学園 青山　直樹

A特 都立久我山青光学園 三浦　千尋

A特 都立久我山青光学園 丸山　光

A特 都立青山特別支援学校 笹渕　真子

以上、１０名
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B小 千代田区立和泉小学校 竹下　佳余

B小 中央区立久松小学校 松村　裕子

B小 中央区立佃島小学校 大森　真理子

B小 中央区立豊海小学校 西山　亜紀

B小 港区立白金小学校 平林　里美

B小 港区立港南小学校 鈴木　陽子

B小 港区立麻布小学校 藤原　美香

B小 港区立本村小学校 内田　理恵

B小 新宿区立江戸川小学校 川村　敬子

B小 新宿区立愛日小学校 田中　かおり

B小 新宿区立淀橋第四小学校 加藤　雅之

B小 文京区立青柳小学校 堂免　好仁

B小 文京区立小日向台町小学校 河口　和彦

B小 文京区立大塚小学校 藤井　洋子

B小 文京区立湯島小学校 鈴木　隆弘

B小 文京区立誠之小学校 原　洋子

B小 台東区立谷中小学校 古平　直子

B小 台東区立東浅草小学校 田中　路子

B小 台東区立蔵前小学校 星野　由紀子

B小 墨田区立言問小学校 難波　由起子

B小 墨田区立第一寺島小学校 江口　剛

B小 墨田区立隅田小学校 内田　康予

B小 墨田区立梅若小学校 田原　徹

B小 江東区立明治小学校 黒木　美穂

B小 江東区立東陽小学校 鈴木　伸之

B小 江東区立豊洲小学校 河野　典義

B小 江東区立枝川小学校 田村　典子

B小 江東区立枝川小学校 久道　泰司

B小 江東区立第七砂町小学校 園田　和子

B小 江東区立第七砂町小学校 小川　由紀

B小 江東区立浅間竪川小学校 松本　清一

B小 江東区立南砂小学校 小関　俊介

B小 品川区立第一日野小学校 小野　孝幸

B小 品川区立第四日野小学校 高橋　克典

B小 品川区立台場小学校 川畑　武

B小 品川区立戸越小学校 山下　万里子

B小 品川区立戸越小学校 吉田　経泰

B小 品川区立豊葉の杜学園 瀬川　正俊
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B小 目黒区立油面小学校 内藤　大地

B小 目黒区立中根小学校 福井　嘉子

B小 目黒区立中根小学校 金井　雅弘

B小 大田区立梅田小学校 木村　啓一

B小 大田区立田園調布小学校 坂本　貴史

B小 大田区立千鳥小学校 小泉　裕樹

B小 大田区立久原小学校 星　淳司

B小 大田区立池雪小学校 桑畑　早苗

B小 大田区立洗足池小学校 中野　一宏

B小 大田区立東糀谷小学校 鈴木　広宣

B小 大田区立羽田小学校 岡安　泰英

B小 大田区立出雲小学校 吉井　仁志

B小 大田区立矢口小学校 山崎　真輝

B小 大田区立矢口西小学校 丸山　綾

B小 大田区立蒲田小学校 可児　亜希子

B小 世田谷区立桜小学校 辻　紀子

B小 世田谷区立世田谷小学校 近藤　英仁

B小 世田谷区立上北沢小学校 名和　徹

B小 世田谷区立駒繋小学校 邊土名　さおり

B小 世田谷区立駒繋小学校 工藤　由美子

B小 世田谷区立深沢小学校 神戸　大石

B小 世田谷区立玉川小学校 山本　美生

B小 世田谷区立奥沢小学校 佐藤　正弘

B小 世田谷区立玉堤小学校 須藤　潤一郎

B小 世田谷区立船橋小学校 榊原　麻紀

B小 世田谷区立下北沢小学校 寺内　崇

B小 渋谷区立長谷戸小学校 関口　千恵

B小 渋谷区立長谷戸小学校 川原　和茂

B小 渋谷区立中幡小学校 岩佐　洋一

B小 中野区立啓明小学校 山田　隼土

B小 中野区立北原小学校 山下　智美

B小 中野区立美鳩小学校 渡辺　毅

B小 中野区立美鳩小学校 小田　佐和子

B小 杉並区立東田小学校 菅野　至

B小 杉並区立桃井第二小学校 嶋田　真粧美

B小 杉並区立桃井第三小学校 田中　あかね

B小 杉並区立桃井第四小学校 岡崎　由季

B小 杉並区立高井戸小学校 田村　香代子
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B小 杉並区立高井戸第二小学校 吉田　健二

B小 杉並区立三谷小学校 山田　尚人

B小 杉並区立永福小学校 板垣　聡美

B小 豊島区立駒込小学校 辻　真

B小 豊島区立高南小学校 鹿目　裕一

B小 豊島区立目白小学校 日向野　修二

B小 豊島区立朋有小学校 彌永　英俊

B小 北区立王子第二小学校 田中　亮太

B小 北区立滝野川第二小学校 蓮沼　佐苗

B小 北区立滝野川第四小学校 中村　順子

B小 北区立王子小学校 有福　啓典

B小 荒川区立尾久宮前小学校 澁谷　充恵

B小 荒川区立ひぐらし小学校 芹川　有香

B小 荒川区立汐入小学校 大櫃　健太郎

B小 板橋区立蓮根小学校 佐藤　晃広

B小 板橋区立板橋第八小学校 太田　貴

B小 板橋区立上板橋小学校 田内　孝治

B小 板橋区立常盤台小学校 吉川　裕一

B小 板橋区立大谷口小学校 尾口　美弥子

B小 板橋区立赤塚小学校 鈴木　竜也

B小 練馬区立豊玉第二小学校 高石　直貴

B小 練馬区立練馬東小学校 楯　幸男

B小 練馬区立豊渓小学校 田崎　清文

B小 練馬区立石神井小学校 塩田　英俊

B小 練馬区立石神井東小学校 岡田　知樹

B小 練馬区立谷原小学校 野島　泰一

B小 練馬区立関町北小学校 上田　新

B小 練馬区立大泉第一小学校 飯塚　航

B小 練馬区立早宮小学校 田島　照久

B小 練馬区立光が丘四季の香小学校 木田　那奈

B小 足立区立西新井小学校 小竹　宏明

B小 足立区立興本小学校 安藤　良介

B小 足立区立宮城小学校 荒木　克之

B小 足立区立栗島小学校 水柿　隆

B小 足立区立東栗原小学校 江森　由英

B小 足立区立綾瀬小学校 井上　由美

B小 足立区立保木間小学校 谷口　公仁

B小 足立区立北鹿浜小学校 齋藤　寿子
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B小 足立区立栗原北小学校 江崎　一紀

B小 足立区立栗原北小学校 早渕　白輝

B小 葛飾区立奥戸小学校 谷口　琢哉

B小 葛飾区立高砂小学校 牧　久美子

B小 葛飾区立水元小学校 国本　順子

B小 葛飾区立宝木塚小学校 片寄　かず美

B小 葛飾区立綾南小学校 高橋　誠人

B小 葛飾区立西亀有小学校 東　久美

B小 葛飾区立上小松小学校 村上　浪砂

B小 江戸川区立西一之江小学校 藤田　健

B小 江戸川区立船堀小学校 三山　博樹

B小 江戸川区立第五葛西小学校 竹越　康晴

B小 江戸川区立瑞江小学校 須藤　敏之

B小 江戸川区立一之江第二小学校 鈴木　衣里

B小 江戸川区立一之江第二小学校 手山　晃洋

B小 江戸川区立南小岩小学校 野上　正子

B小 江戸川区立鹿骨東小学校 高橋　健

B小 江戸川区立宇喜田小学校 飯野　智人

B小 八王子市立第六小学校 戸村　真二郎

B小 八王子市立第九小学校 佐々木　克典

B小 八王子市立大和田小学校 藤井　歩

B小 八王子市立横山第二小学校 米村　公彦

B小 八王子市立散田小学校 萩原　美保

B小 八王子市立元八王子小学校 佐藤　陽子

B小 八王子市立恩方第二小学校 宮川　正伸

B小 八王子市立上川口小学校 岡野　厚実

B小 八王子市立由井第二小学校 槙田　稔

B小 八王子市立由木中央小学校 大原　年博

B小 八王子市立由木東小学校 吉留　光生

B小 八王子市立清水小学校 筒井　泰行

B小 八王子市立山田小学校 八木　真一

B小 八王子市立宇津木台小学校 大澤　陽介

B小 八王子市立別所小学校 小林　亮介

B小 八王子市立別所小学校 白井　賢一郎

B小 八王子市立松木小学校 草野　勝彦

B小 八王子市立長池小学校 釜池　秀男

B小 八王子市立七国小学校 片岡　大昌

B小 立川市立第三小学校 小野田　吉克
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B小 立川市立第四小学校 平田　徹郎

B小 立川市立第九小学校 野尻　迅人

B小 三鷹市立第一小学校 大澤　宏史

B小 三鷹市立北野小学校 荻野　仁

B小 三鷹市立東台小学校 小俣　弘子

B小 昭島市立玉川小学校 山田　一樹

B小 昭島市立中神小学校 佐々木　光治

B小 昭島市立拝島第一小学校 見米　葉記

B小 昭島市立武蔵野小学校 河野　一之

B小 昭島市立田中小学校 加藤　寛

B小 調布市立深大寺小学校 遠藤　優子

B小 調布市立上ノ原小学校 吉沢　洋

B小 町田市立南第一小学校 城所　淳一郎

B小 町田市立鶴川第二小学校 岩澤　英喜

B小 町田市立鶴川第二小学校 根本　祐介

B小 町田市立忠生第三小学校 高橋　敏武

B小 町田市立藤の台小学校 伊藤　規義

B小 町田市立成瀬台小学校 岡田　信一郎

B小 町田市立本町田小学校 秋場　栄美

B小 小金井市立小金井第一小学校 時計　祐司

B小 小金井市立小金井第二小学校 藤野　奈津恵

B小 小金井市立小金井第四小学校 直井　淳也

B小 小金井市立緑小学校 原田　哲

B小 小平市立小平第一小学校 西浦　幸三

B小 小平市立小平第三小学校 廣瀬　美香

B小 小平市立小平第六小学校 石岡　洋平

B小 小平市立小平第十一小学校 平賀　友徳

B小 日野市立日野第六小学校 五十野　新

B小 東村山市立大岱小学校 佐藤　晃二

B小 東村山市立南台小学校 岡部　里美

B小 国分寺市立第九小学校 前多　紀子

B小 国立市立国立第一小学校 清原　周栄

B小 国立市立国立第八小学校 岩月　尊之

B小 福生市立福生第一小学校 野尻　美香

B小 東大和市立第九小学校 佐藤　太

B小 清瀬市立清瀬小学校 木下　めぐみ

B小 東久留米市立小山小学校 宮澤　竜太郎

B小 東久留米市立南町小学校 阿部　啓子
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B小 武蔵村山市立第二小学校 小林　資郷

B小 武蔵村山市立第七小学校 市川　こずえ

B小 武蔵村山市立第八小学校 植杉　義久

B小 多摩市立多摩第二小学校 坂野　真貴子

B小 多摩市立瓜生小学校 貝山　賢治

B小 多摩市立東落合小学校 郡司　実

B小 多摩市立貝取小学校 國澤　太郎

B小 稲城市立向陽台小学校 仙北　貴紀

B小 稲城市立城山小学校 阿原　正人

B小 西東京市立谷戸小学校 横瀬　敬子

B小 西東京市立保谷小学校 森田　充

B小 西東京市立中原小学校 木村　順子

B小 瑞穂町立瑞穂第三小学校 嶋田　豊

B小 瑞穂町立瑞穂第三小学校 船迫　隆幸

B小 瑞穂町立瑞穂第五小学校 須崎　拓真

B小 日の出町立大久野小学校 古瀬　義房

B小 日の出町立平井小学校 津山　武士

B小 大島町立つつじ小学校 青山　光一

B小 八丈町立三根小学校 下西　秀樹

B小 八丈町立三根小学校 照井　淳

以上、２１０名
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B中 新宿区立西新宿中学校 坂本　浩之

B中 江東区立大島西中学校 福原　正和

B中 品川区立日野学園 高木　賢太郎

B中 目黒区立第九中学校 佐々木　昭央

B中 目黒区立第十一中学校 川崎　由紀恵

B中 大田区立石川台中学校 寺田　智子

B中 大田区立羽田中学校 田崎　陽一

B中 大田区立大森東中学校 藤田　裕一

B中 世田谷区立松沢中学校 小川　隆一

B中 世田谷区立東深沢中学校 蔵田　佑

B中 世田谷区立船橋希望中学校 市川　義文

B中 世田谷区立船橋希望中学校 大居　純

B中 渋谷区立広尾中学校 菱田　千晶

B中 渋谷区立上原中学校 三次　福太郎

B中 中野区立第十中学校 露木　明

B中 中野区立北中野中学校 北島　陽子

B中 杉並区立中瀬中学校 伊藤　毅

B中 杉並区立和田中学校 稲　満美

B中 荒川区立第三中学校 榎本　秀子

B中 荒川区立第四中学校 前田　俊夫

B中 板橋区立赤塚第二中学校 中野　英水

B中 練馬区立中村中学校 大森　博

B中 練馬区立開進第三中学校 相澤　史彦

B中 練馬区立北町中学校 成田　彰伸

B中 練馬区立石神井東中学校 藤本　謙一郎

B中 練馬区立上石神井中学校 武内　亮

B中 練馬区立練馬東中学校 小林　寿典

B中 足立区立第十中学校 泉　昌史

B中 足立区立第十三中学校 植松　雄樹

B中 足立区立花保中学校 槌谷　保

B中 葛飾区立金町中学校 松浦　勤

B中 葛飾区立水元中学校 米岡　利昌

B中 葛飾区立中川中学校 宮田　嘉信

B中 葛飾区立小松中学校 蓮田　進

B中 葛飾区立常盤中学校 佐藤　秀行

B中 葛飾区立青戸中学校 和田　剛

B中 江戸川区立松江第三中学校 寺島　孝武

B中 江戸川区立松江第四中学校 岡田　隆平
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B中 江戸川区立南葛西中学校 林　倫道

B中 八王子市立城山中学校 戸田　礼子

B中 武蔵野市立第六中学校 武田　尚之

B中 三鷹市立第六中学校 岡本　明久

B中 調布市立神代中学校 櫻井　勉

B中 調布市立第七中学校 臼井　祐治

B中 町田市立つくし野中学校 小平　千佐子

B中 小金井市立小金井第一中学校 船木　恵美子

B中 小平市立小平第四中学校 近藤　竜也

B中 日野市立日野第四中学校 丸山　康成

B中 東村山市立東村山第一中学校 森元　隆之

B中 東村山市立東村山第二中学校 鈴木　志信

B中 東村山市立東村山第三中学校 鈴木　雅博

B中 東村山市立東村山第三中学校萩山分校 伊木　文枝

B中 東村山市立東村山第六中学校 溝上　隆弘

B中 東久留米市立下里中学校 大野　博史

B中 多摩市立青陵中学校 児山　友美

B中 西東京市立田無第二中学校 河村　光之

B中 西東京市立田無第二中学校 村松　健

B中 西東京市立ひばりが丘中学校 望月　隆史

B中 八丈町立富士中学校 山根　純

B中 都立富士高等学校附属中学校 堀　孝浩

以上、６０名
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B高 千代田区立九段中等教育学校 高橋　省司

B高 千代田区立九段中等教育学校 小美野　清一

B高 千代田区立九段中等教育学校 宮原　正和

B高 都立武蔵高等学校附属中学校 渡邉　由紀

B高 都立六本木高等学校 山口　幸子

B高 都立六本木高等学校 伊藤　好弘

B高 都立六郷工科高等学校 深澤　龍太郎

B高 都立国際高等学校 藤井　ゆき

B高 都立杉並工業高等学校 小杉　哲也

B高 都立練馬工業高等学校 米澤　稔邦

B高 都立練馬工業高等学校 古川　壽秀

B高 都立豊島高等学校 宮路　みち子

B高 都立淵江高等学校 小澤　憲司

B高 都立足立新田高等学校 松澤　兼行

B高 都立浅草高等学校 目崎　昭年

B高 都立葛西南高等学校 小野島　直美

B高 都立篠崎高等学校 浦島　真由美

B高 都立紅葉川高等学校 中三川　正美

B高 都立墨田工業高等学校 柳坂　武司

B高 都立葛西工業高等学校 菅原　久法

B高 都立葛西工業高等学校 石塚　正紀

B高 都立八王子東高等学校 大塚　香

B高 都立町田高等学校 佐藤　謙吾

B高 都立野津田高等学校 長田　和仁

B高 都立八王子拓真高等学校 鈴木　良

B高 都立町田工業高等学校 金城　修一朗

B高 都立武蔵村山高等学校 村田　聖士

B高 都立羽村高等学校 秋山　親

B高 都立羽村高等学校 鈴木　清

B高 都立羽村高等学校 友常　裕

B高 都立小金井北高等学校 飯田　秀延

B高 都立田無高等学校 鷲ノ上　亮一

B高 都立府中工業高等学校 下山　和弘

B高 都立小石川中等教育学校 花崎　敦子

B高 都立南多摩中等教育学校 星　基教

B高 都立三鷹中等教育学校 岩間　潤

以上、３６名
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B特 都立葛飾盲学校 前田　映子

B特 都立小平特別支援学校 清水　明美

B特 都立北特別支援学校 佐々木　和江

B特 都立城南特別支援学校 高月　洋

B特 都立あきる野学園 平澤　登志子

B特 都立鹿本学園 藤上　実紀

B特 都立八王子特別支援学校 土田　委弘

B特 都立八王子特別支援学校 添田　和久

B特 都立しいの木特別支援学校 今野　昌人

B特 都立高島特別支援学校 榎本　学

B特 都立矢口特別支援学校 野澤　良介

B特 都立調布特別支援学校 今野　美穂

B特 都立清瀬特別支援学校 宮下　哲哉

B特 都立港特別支援学校 安田　賢

B特 都立青峰学園 有馬　宏子

B特 都立青峰学園 小熊　喜代夫

B特 都立南大沢学園 中林　洋

B特 都立久我山青光学園 大橋　智

B特 都立練馬特別支援学校 藤村　佳也

B特 都立武蔵台学園 田村　香

B特 都立青山特別支援学校 福永　顕

B特 都立水元小合学園 小榮　崇裕

以上、２２名
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C小 中央区立常盤小学校 福江　由紀子

C小 中央区立月島第一小学校 笹間　真由美

C小 中央区立月島第二小学校 中村　敬子

C小 港区立赤坂小学校 安川　由美

C小 新宿区立落合第四小学校 中里　満晴

C小 文京区立礫川小学校 北向　淳子

C小 文京区立窪町小学校 村上　律子

C小 江東区立南陽小学校 松下　由美子

C小 品川区立旗台小学校 國米　典子

C小 目黒区立田道小学校 中嶋　美那子

C小 大田区立池上第二小学校 千原　奈穂子

C小 大田区立南六郷小学校 安藤　千恵子

C小 世田谷区立砧南小学校 増田　泉

C小 中野区立江古田小学校 羽藤　めぐみ

C小 豊島区立池袋小学校 阿井　聡子

C小 練馬区立旭丘小学校 八尋　和雄

C小 練馬区立豊玉第二小学校 濱屋　雄二

C小 足立区立栗原小学校 齋藤　裕美

C小 武蔵野市立井之頭小学校 宮本　卓哉

C小 青梅市立東小学校 高田　修

C小 町田市立鶴川第一小学校 加藤　尚子

C小 町田市立鶴間小学校 高橋　伸嘉

C小 町田市立小山中央小学校 和地　恵美

C小 小金井市立小金井第一小学校 小林　陽子

C小 日野市立日野第六小学校 富川　準子

C小 東村山市立大岱小学校 青木　俊一

C小 狛江市立狛江第五小学校 徳永　晴弘

C小 清瀬市立清瀬第四小学校 廣野　孝明

C小 稲城市立若葉台小学校 松田　由美子

C小 大島町立つばき小学校 関口　豊

以上、３０名



平成２９年度東京都公立学校教育管理職選考　合格者名簿

16/16

選考種別 所属 氏名

C中 墨田区立竪川中学校 安田　和子

C中 目黒区立第十中学校 田中　正勝

C中 世田谷区立松沢中学校 藤井　朱世

C中 杉並区立宮前中学校 大柴　浩一

C中 練馬区立光が丘第一中学校 眞坂　明子

C中 足立区立第十四中学校 根本　祥子

C中 足立区立千寿青葉中学校 豊住　義一

C中 葛飾区立新宿中学校 豊崎　努

C中 葛飾区立綾瀬中学校 小菅　健

C中 八王子市立第六中学校 柴野　誠一

C中 三鷹市立第一中学校 宇野　卓技

C中 調布市立調布中学校 工藤　憲治

C中 町田市立金井中学校 鈴木　俊男

C中 日野市立三沢中学校 佐藤　学

C中 国分寺市立第一中学校 金川　正樹

C中 多摩市立和田中学校 髙城　淳之

C中 多摩市立鶴牧中学校 金田　龍夫

以上、１７名

C高 都立蒲田高等学校 瀬川　久仁

C高 都立第四商業高等学校 加藤　由希子

C高 都立上野高等学校 岡田　一浩

C高 都立神代高等学校 光野　理加

以上、４名

C特 都立小平特別支援学校　武蔵分教室 小林　麻理

C特 都立八王子特別支援学校 濱田　恵

C特 都立中野特別支援学校 矢島　信吾

C特 都立品川特別支援学校 水野　博子

以上、４名


	合格者名簿

