
年　　度 氏　　名 学校名 功労顕彰基準 氏　　名 学校名 功労顕彰基準

第１回 武田　敏文 武蔵台小 （７） 山中　信良 府中五中 （２）（７）

1982年度 高橋　忠雄 府中六小 （１）（７） 森田　　 正 府中三中

熊谷　　 實 白糸台小 （１）（２）（７） 鈴木　達夫 府中三中

川島　博子 府中一小 （１） 大森　拓二 浅間中 （１）（７）

北川　逸朗 府中八小 中村　和三 府中二中 （２）（７）

鈴木　仁士 グループの部 （４）

伊藤金次郎 小柳小

伊藤　良輔

西村　洋子

佐川　公則

市川　貞男 グループの部

橋本　　 徹 府中三小

水野　　 薫

岡安美絵子

第２回 三田　惠正 本宿小 （１）（７） 鹿島　儀重 府中二中 （２）（８）

1983年度 島田正五郎 矢崎小 （１）（７）（８） 小島　義雄 府中五中 （２）（７）

福島　いと 南白糸台小 （２）（５） 古谷　文男 府中八中 （２）（８）（１１）

原　　 暘子 若松小 （１） 柳沼　　 豊 府中四中 （１）（２）（７）

加瀬　瑤枝 四谷小 （１）（２）

塚本　貞男 住吉小

遠藤　雄一 南町小 (７)

内堀　　 忍 グループの部

川本　通雄 府中九小

八木　郁子

岡本　直子

永井　　 功

第３回 廣瀬　　 昇 府中五小 （７）（８） 立光　一郎 浅間中 （１）（７）（９）

1984年度 須﨑　佳昭 府中六小 (１)(２)(７)(９) 矢ヶ崎忠雄 府中七中 (1)(2)(7)(8)(9)(11)

池田　実久 府中四小 (４) 山内　　 学 府中八中 （１）（７）（１２）

鈴木　秀夫 住吉小 （１）（３）（７） 田中　末一 府中十中 (７)

緒方　松子 矢崎小 (７) 田中　大八 府中六中 （１）（７）

青木　平治 府中二小 （４）（７）

石井　正己 府中八小

加藤　勝也 新町小 （１）（２）

第４回 鈴木　秀男 白糸台小 （２）（７）（８） 遠藤　六夫 府中八中 （２）（６）（７）

1985年度 前島　茂雄 小柳小 （１） 伊東　重信 府中一中 （２）（７）

石井　光子 若松小 （１）（３）（７） 東野　　 明 府中七中 （１）（３）（７）

辻田　和徳 府中十小 （１）（８） 北島　清三 府中十中 （２）（７）（９）

雨宮　昭夫 府中三小 小竹勝太郎 府中三中 （９）

志村　芳子 府中五小 （２）

植田　訓年 府中一小 （１）（７）

操木　　 豊 日新小 （７）（９）
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年　　度 氏　　名 学校名 功労顕彰基準 氏　　名 学校名 功労顕彰基準

第５回 鈴木　一男 白糸台小 （１）（７） 稲野辺　 修 府中四中 (１)(２)(７)(11)

1986年度 黒田　孝一 本宿小 （１）（７） 春日　 一郎 府中九中 （７）

渡部　節保 府中九小 （１）（７） 大谷　昌隆 府中一中 （７）

斎藤　雄一 府中四小 （７） 市川　俊行 府中五中 (１)(２)(７)(８)

山口　淑子 新町小 （１）（２） 飯泉　武夫 府中十中 （２）（７）

田島　裕之 府中七小 （２）（７）

小澤　　 宏 南町小

小野　　 保 グループの部 （２）（７）

長谷川一彦 若松小

田島　亮一

第６回 上田　龍夫 四谷小 （７） 相馬　尚教 府中二中 （１）（８）（９）

1987年度 吉田　高行 白糸台小 (１)(２)(７)(９) 松原　　 勇 府中三中 （２）（７）

高橋　叔子 府中二小 (１)(２)(７)(８) 綾部　良勝 府中一中 （１）（２）（８）

山本　秀夫 府中六小 (１)(２)(４)(７) 大丸　愛子 府中四中 (１)(２)(４)(７)

　 石黒由利子 府中九小 （１）（７） 齋藤　康男 府中七中 （１）（２）（７）

　 野中　憲司 府中三小

新居　和子 府中四小

松浦　泰之 府中一小

第７回 黒田　淑子 府中二小 （１）（２）（７） 岩元　　 進 府中五中 (１)(２)(５)(７)

1988年度 佐々木角雄 府中三小 大坪　勝晴 浅間中 （２）（７）

宍戸　晴美 府中一小 （１）（７） 広瀬　忠雄 府中九中 (１)(７)(８)(９)

秋山　芳雄 住吉小 小島　　 淳 府中七中 （１）（２）（７）

鎌倉　歌子 府中七小 （２）（４）（７） 大場　喜仁 府中六中 （１）（７）

定常　節夫 新町小 （１）（２）（７）

第８回 木藤　圭子 本宿小 （１） 保坂　昌代 府中六中 （７）

1989年度 稲見　幸子 府中五小 （１）（２）（７） 戸部　範一 府中八中 (１)(７)(８)(９)

尾方　洋子 若松小 (１)(２)(３)(７) 五十嵐康博 府中十中 （７）（９）

宮澤　　 薫 府中七小 （１）（２）（５） 片倉　俊秀 府中一中 （１）（７）

横山　暁生 府中十小 （１）（７）（８）

第９回 山縣よしみ 府中八小 （５） 北澤壽恵子 府中一中 （４）

1990年度 渡辺　洋子 府中九小 (１)(２)(３)(７) 大北　温通 府中三中 （２）（７）

立花　優子 府中五小 (１)(２)(４)(７) 小笠原四郎 府中二中 （１）（２）（７）

剣持　京一 本宿小 （１）（７） 宇津木郁夫 府中五中 （１）（２）

高橋　芳一 府中二小 （１）（７）（９）

第１０回 大森　久恵 府中三小 （２） 藤田　昇一 府中六中 （１）（７）（９）

1991年度 柿谷　妙子 住吉小 （１）（２）（７） 八木原良太郎 府中四中 （１）（２）（７）

大野　文子 府中八小 （７） 倉下　寿也 府中八中 (１)(２)(７)(９)

森田真智子 武蔵台小 （１） 藤倉　正道 府中九中 （１）（７）（８）

小野　正裕 府中七小 （１）（２）（７） 新川　吉茂 府中五中 （２）（７）（８）

佐々木淑子 府中九小 (１)(２)(４)(７)

第１１回 坂口　周夫 府中一小 （１）（７） 加藤　是正 府中三中 （２）（７）（９）

1992年度 原田　君枝 府中二小 （１）（７）（９） 松岡　吉雄 府中九中 （２）（７）（８）

鈴木　絢子 白糸台小 (１)(２)(５)(７)

兼永　典子 若松小 （１）（３）（７）
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第１２回 木村　雅史 府中三小 （２） 星野　祥司 府中一中 （１）（７）

1993年度 川上紀代子 府中四小 (１)(２)(５)(７) 東山　隆司 府中三中 （２）（７）

長澤　邦昭 府中六小 (1)(2)(7)(8)(9) 秋山　譲児 府中六中 （７）

上原　淳子 日新小 (1)(2)(5)(7)(8)(9) 布施　洋輔 府中九中 （１）（２）（７）

第１３回 鈴木千代子 府中一小 （１） 永井　　 充 府中二中 （１）

1994年度 大柳　千榮 府中二小 （１）（７） 屋部　雅朋 府中七中 （２）

芳　　 和哉 府中三小 (1)(2)(4)(7)(8) 田村　　 昇 府中八中 （２）

成瀬　良子 府中七小 （１）（２）（７） 伊達　　 敬 府中十中 (1)(2)(3)(6)(７)

川島　信雄 新町小 （１）（７）

西原口沙智子 若松小 （２）（５）（７）

第１４回 阪本　光子 府中二小 （２）（５） 陸奥　功一 府中一中 （７）

1995年度 金井　尚志 府中三小 （１）（４）（７） 川島　清美 府中三中 （２）（７）

林　　 晁子 武蔵台小 （１） 高橋　芳宏 府中五中

座間　和子 若松小 （２）（５）（７） 竹野　周而 府中十中 (1)(2)(3)(7)(8)

片岡　祥二 南白糸台小 （１）（７）（９）

第１５回 徳満　哲夫 府中一小 （１） 吉成　　 豊 府中三中 （１）（２）（７）

1996年度 谷津　芳子 府中八小 （１）（５） 種市　哲也 浅間中 （２）

古家　義伸 府中十小 (1)(2)(5)(6)(7)

伊藤　節子 南町小 （２）（５）（７）

遠藤　　 正 日新小 （７）（９）

第１６回 平原　　 保 府中一小 （１） 藏　　 隆幸 府中一中 （７）

1997年度 志村美佐子 府中三小 （１）（２）（７） 早坂　忠雄 府中五中 （２）

堀越　裕之 府中八小 （１）（７） 清水　雅実 府中九中 （１）（２）（７）

豊田　和子 若松小 （５）（７）（１１） 五味麻理子 府中十中 (1)(2)(3)(５)(7)

第１７回 峯岸　鉄志 府中一小 （１）（２） 金　　　幹博 府中一中 （２）

1998年度 齋藤　茂代 府中五小 (１)(２)(５)(７) 今城　理恵 府中四中 (２)(３)(６)(７)

田中　雅博 府中九小 （７） 川崎　達也 府中十中 (１)(２)(７)(１１)

近藤　優子 小柳小 （１）（２）

第１８回 根本　哲郎 府中一小 （１）（７）（８） 中村　紋男 府中四中 （４）

1999年度 江口　悦子 府中三小 (１)(２)(４)(７) 工藤　　 聡 府中六中 （２）（７）（９）

松本　雅江 府中五小 (１)(２)(５)(７) 山本　道雄 府中七中 (１)(２)(７)(８)

齋藤　賢二 府中七小 （１）（２）（５）

志鎌紀美子 本宿小 （２）

第１９回 片寄　公夫 府中四小 （２）（７） 松浦　公子 府中一中 （７）

2000年度 田邊　佳伸 府中六小 （１）（７） 森岡　耕平 府中四中 (１)(２)(３)(７)

矢島裕紀子 府中七小 （２）（４）（５） 井上　俊夫 府中八中 （１）（７）

西岡　　 利 本宿小 (１)(３)(７)(８)

中村　衣子 小柳小 （１）（７）（９）

平山　公彌 南白糸台小 (１)(２)(７)(９)

第２０回 月岡　正明 府中一小 （１）（２）（７） 高橋　宏昌 府中三中 （１）（２）（７）

2001年度 上原　敦子 府中二小 （１）（７） 小倉　　剛 府中七中 （１）（７）

甲斐　和彦 府中四小 （１）（７）

豊田　修嗣 白糸台小 (1)(2)(5)(7)(8)

寺本　喜和 四谷小 （１）（７）
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第２１回 石井　雅幸 府中一小 （１）（７）（８） 白川　博昭 府中二中 （１）（３）（５）

2002年度 泉　　朋希 府中七小 (１)(４)(７)(９) 若林　正文 府中五中 (１)(２)(３)(４)

横内　敦子 住吉小 (１)(２)(３)(５) 　

三橋加代子 日新小 (1)(2)(3)(4)(5)

第２２回 徳永　和弘 府中五小 (3)(4)(5)(９) 濱本　敏朗 府中一中 （１）（3）

2003年度 山中　良子　 住吉小 (1)(2)(3)(5)(6) 綿貫　浩子 府中七中 (２)(３)(５)(８)

塚越佐智子 若松小 (1)(2)(3)(4)(5) 横田　明宏 浅間中 (１)(２)(８)(10)

上村　一美 小柳小 （１）（３）（４）

第２３回 石井　惠子 府中三小 (1)(2)(3)(4)(5) 大澤　保志 府中四中 (１)(２)(３)

2004年度 河野　慎子 府中五小 (１)(２)(３) 深野　洋子 府中五中 (２)(４)(５)

志村　良美 武蔵台小 (１)(２)(３)(５) 上田　和子 浅間中 (１)(２)

池上　泰子　 矢崎小 (１)(３)(４)(５)

第２４回 黒川　和彦 第三小 （１）（２）（３） 清水　　肇 第三中 （１）（３）

2005年度 小池　慎一 第五小 (1)(2)(3)(5)(9)(10) 関　　勝志 第八中 (１)(２)(８)(10)

中井レイコ 第七小 （２）（６）

浅尾　　文 若松小 (１)(３)(５)

長谷川善夫 四谷小

石川慎二郎 第四小

第２５回 國本　充典 第一小 (１)(３)(４) 山崎　敏彦 第一中 (１)(３)(４)(５)

2006年度 新川千津子 第二小 (１)(４)(５) 佐藤　秀一 第三中 (６)－(１)(２)(３)(５)

水野　洋子 第八小 (１)(３)(４)(５) 菅野由紀子 第五中 (２)(３)(５)

亀山　桂子 第九小

高野由美子 白糸台小 (１)(３)(５)

第２６回 小関　広子 第一小 （２）（３） 山口　　敦 第一中 (１)(２)(３)(４)(８)

2007年度 大澤　　宏 若松小 (１)(３)(５) 関本　秀樹 第二中 (１)(２)(４)

井上　啓一 小柳小 (３)(５)(６) 河村　明彦 第五中 (２)(３)(４)(５)

浅野　　学 南白糸台小 (１)(２)(３)(５) 大坂　　崇 浅間中 （１）（３）

第２７回 塩谷　　享 第二小 （３）（６） 一色　真史 第四中 (１)(２)(３)(４)(５)

2008年度 片良ふみえ 第四小 (１)(３)(６) 佐藤　光宏 第五中 (２)(３)

大杉　　健 若松小 (１)(３)(５) 藤原　昌子 第七中 (２)(４)(５)

鈴木　克己 南白糸台小 (１)(２)(３)(５)

伊東　由美 日新小 (１)(３)(５)

第２８回 渡部アヤ子 第一小 北見　智晃 第二中 (１)(２)(３)(４)(８)

2009年度 田中　良明 第四小 遠藤真木子 第三中 (１)(３)

鳥居　惠子 第十小 (１)(３)(５)

礒田　利美 本宿小 (１)(３)(８)

泉　　佳子 白糸台小 (１)(２)(３)(５)

第２９回 小川浩太郎 府中二小 （１）（３） 岸川　裕子 府中一中 (１)(２)(３)(５)

2010年度 植場　鉄平 府中四小 （４） 伏見　一彦 府中二中 (1)(2)(3)(4)(5)

堀　　洋子 府中五小 （３）（６） 中野　英水 府中五中 (1)(3)(4)(6)(8)

石井　良子 白糸台小 (１)(２)(３)(５)

佐藤　純一 若松小 (1)(2)(3)(5)(6)
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第３０回 柴田　紀子 府中五小 （１）（３）（10） 大沼　知春 府中一中 (１)(３)(５)

2011年度 池上　陽子 府中十小 (１)(２)(３) 田野倉教泰 府中四中 (１)(２)(３)(４)

井口　伸子 新町小 (１)(２)(３)(５) 澤井えり子 府中八中 (１)(２)(３)(４)

長谷川佳代子 本宿小 (１)(３)(５)

第３１回 池田　幸男 府中一小 （１）（３）（６） 荒木　博子 府中一中 (１)(２)(３)(４)

2012年度 永見　育子 府中六小 (１)(４)(９) 長澤　和美 府中四中 (1)(2)(3)(4)(8)

岩澤里恵子 府中八小 (２)(３)(５)(６) 綱島　　剛 府中十中 (１)(３)

鳥居由利子 府中九小 (６)

河野　芳浩 小柳小 (８)

第３２回 加嶋　千秋 府中二小 （１）（４）（９） 横田　純子 府中四中 (1)(2)(3)(4)(8)

2013年度 船山　陽子 府中三小 (２)(３)(４) 渡邊　一史 府中五中 (１)(２)(４)(９)

安永　美紀 府中六小 (１)(２)(３)(４) 山下　靖夫 浅間中 (２)(３)

田中　裕次 府中十小 (１)(３)(５)

山口　佳子 住吉小 (１)(２)(３)(４)

第３３回 宇田川　真 府中一小 (２)(３)(４) 山川美恵子 府中一中 (１)(３)(５)

2014年度 今井さとみ 府中四小 (１)(２)(９) 伊藤　　淳 府中二中 (１)(２)(３)(５)

飴家　洋子 府中五小 (１)(３) 川島　厚子 府中八中 (１)(２)(３)

近藤　　聡 府中七小 (１)(２)(３)(４)

吉村いずみ 白糸台小 (１)(３)(６)

第３４回 田口　　修 府中二小 (１)(３)(４) 野村　裕子 府中四中 (１)(２)(３)

2015年度 山田令子 府中六小 (１)(２)(３) 今井　紀子 府中八中 (１)(３)(５)

青嶋　美穂 府中九小 (１)(８) 上原　理恵 府中十中 (１)(３)(４)(９)

山片由紀子 府中十小 (１)(２)(３)(７)

久我　信之 南白糸台小 (1)(2)(3)(4)(9)

第３５回 益田　祥子 府中八小 (１)(３)(６) 阿部　玲子 府中四中 (１)(６)

2016年度 田中　紀子 武蔵台小 (２)(３) 市川　知明 府中六中 (１)(３)(４)

星野　弘毅 白糸台小 (１)(２)(５) 生野　武夫 浅間中 (１)(３)

平木　正行 若松小 (１)(２)(３)(５)

第３６回 中尾　友昭 府中四小 (１)(２)(３) 上原　直樹 府中三中 (１)(２)(３)

2017年度 清水　純子 府中六小 (３)(４)(６) 髙橋　　哲 府中六中 (２)(３)(４)

横山　順子 住吉小 (１)

境　　義史 矢崎小 (１)(２)(５)

第３７回 古野　仁土 府中二小 (６) 伊藤　優子 府中二中 (１)(３)

2018年度 川﨑　一範 府中九小 (１)(３)(５) 小林　功治 府中五中 (１)(２)(３)

平木なおみ 武蔵台小 (１)(３) 仙波　辰郎 浅間中 (１)(３)(４)

田中　新一 新町小 (２)(３)

第３８回 髙橋　真澄 府中一小 (１)(４)(５)(６) 尾辻　茂樹 府中一中 (１)(２)(４)(５)

2019年度 田邉　洋一 府中二小 (１)(３)(５)

山村　淑江 府中五小 (６)

松本　泰治 小柳小 (１)(２)(３)

小学校の部 中学校の部
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年　　度 氏　　名 学校名 功労顕彰基準 氏　　名 学校名 功労顕彰基準

第３９回 鳴海さゆり 府中一小 (１)(３)(８) 蒲　　健一 府中二中 (３)(９)

2020年度 白倉　裕子 府中二小 (１)(３)(５) 池田　貴子 府中三中 (１)(３)(５)(６)

中井ひろみ 府中九小 (６) 大岩　利行 府中四中 （４）

橋本　忠幸 本宿小 (１)(２)(３)(５)

狩野　　祥 若松小 (２)(３)(６)

第４０回 田中　宏明 府中六小 （１）（３） 関根　元子 府中一中 (３)

2021年度 長谷川　良 府中十小 (１)(３)(４)(６) 津田　　淳 府中三中 (１)(３)

浅岡　哲嗣 武蔵台小 (２)(３)(５) 渋谷　頼子 府中九中 (１)(２)(３)(４)

澤井　裕子 南白糸台小 (６) 神原　優子 浅間中 (１)(３)(４)

小学校の部 中学校の部
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