
東　京　都　栄　誉　賞　受　賞　者　一　覧

顕彰年月日 氏名(敬称略) 大会名等 種目等

1 平成16年 9月30日 北島　康介 アテネオリンピック
金メダリスト (水泳 男子100m平泳ぎ、男子
200m平泳ぎ）

2 平成16年 9月30日 塚原　直也 アテネオリンピック 金メダリスト(体操　男子団体総合）

3 平成16年 9月30日 鈴木　桂冶 アテネオリンピック 金メダリスト(柔道 男子100kg超級）

4 平成16年 9月30日 谷本　歩実 アテネオリンピック 金メダリスト(柔道 女子63kg級）

5 平成16年 9月30日 阿武　教子 アテネオリンピック 金メダリスト（柔道 女子78kg級）

6 平成20年10月16日 北島　康介 北京オリンピック
金メダリスト（水泳　男子100m平泳ぎ、男子
200m平泳ぎ）

7 平成20年10月16日 石井　　慧 北京オリンピック 金メダリスト(柔道 男子100kg超級)

8 平成20年10月16日 谷本　歩実 北京オリンピック 金メダリスト（柔道 女子63kg級）

9 平成20年10月16日 佐藤　理恵 北京オリンピック 金メダリスト（ソフトボール）

10 平成20年10月16日 藤本　索子 北京オリンピック 金メダリスト（ソフトボール）

11 平成22年4月13日 新田　佳浩
バンクーバー
パラリンピック

金メダリスト （クロスカントリースキー　立位
10kmクラシカル・1kmスプリント）

12 平成23年8月17日 澤　穂希
FIFA女子ワールド
カップドイツ2011

サッカー日本女子代表　MF キャプテン

13 平成23年8月17日 岩清水　梓
FIFA女子ワールド
カップドイツ2011

サッカー日本女子代表　DF

14 平成23年8月17日 丸山　桂里奈
FIFA女子ワールド
カップドイツ2011

サッカー日本女子代表　FW

15 平成23年8月17日 岩渕　真奈
FIFA女子ワールド
カップドイツ2011

サッカー日本女子代表　FW

16 平成24年10月5日 松本　薫 ロンドンオリンピック 金メダリスト(柔道女子57kg級）

17 平成24年10月5日 内村　航平 ロンドンオリンピック 金メダリスト（体操男子個人総合）

18 平成24年10月5日 伊調　馨 ロンドンオリンピック
金メダリスト（レスリング女子フリースタイル
63kg級）

19 平成24年10月5日 村田　諒太 ロンドンオリンピック 金メダリスト（ボクシング男子ミドル75kg級）

20 平成24年10月5日 秋山　里奈 ロンドンパラリンピック
金メダリスト（水泳女子100m背泳ぎS11・視覚
障害）

21 平成24年10月5日 若杉　遥 ロンドンパラリンピック 金メダリスト（ゴールボール女子）

1/4



東　京　都　栄　誉　賞　受　賞　者　一　覧

顕彰年月日 氏名(敬称略) 大会名等 種目等

22 平成27年12月22日 大村　智 2015年ノーベル賞 生理学・医学賞受賞

23 平成28年10月12日 萩野　公介 リオオリンピック 金メダリスト（水泳男子400m個人メドレー）

24 平成28年10月12日 内村　航平 リオオリンピック 金メダリスト（体操男子団体、男子個人総合）

25 平成28年10月12日 白井　健三 リオオリンピック 金メダリスト（体操男子団体）

26 平成28年10月12日 伊調　馨 リオオリンピック
金メダリスト（レスリング女子フリースタイル
58kg級）

27 平成28年10月12日 ベイカー　茉秋 リオオリンピック 金メダリスト（柔道男子90kg級）

28 平成28年10月12日 大野　将平 リオオリンピック 金メダリスト（柔道男子73kg級）

29 平成28年10月12日 田知本　遥 リオオリンピック 金メダリスト（柔道女子70kg級）

30 平成28年10月12日 髙橋　礼華 リオオリンピック 金メダリスト（バドミントン女子ダブルス）

31 平成28年10月12日 松友　美佐紀 リオオリンピック 金メダリスト（バドミントン女子ダブルス）

32 平成29年9月4日 藤原　慧 サムスンデフリンピック
金メダリスト（水泳男子400m自由形、男子
400m個人メドレー、男子1500m自由形）

33 平成29年9月4日 山田　真樹 サムスンデフリンピック
金メダリスト（陸上男子200m、男子4×100mリ
レー）

34 平成29年9月4日 三枝　浩基 サムスンデフリンピック 金メダリスト（陸上男子4×100ｍリレー）

35 平成29年9月4日 三浦　早苗 サムスンデフリンピック 金メダリスト（バレーボール女子）

36 平成30年6月1日 羽生　結弦 平昌オリンピック
金メダリスト（フィギュアスケート　男子シング
ル）

37 平成30年6月1日 村岡　桃佳 平昌パラリンピック
金メダリスト（アルペンスキー　女子大回転
座位）

38 平成30年6月1日 新田　佳浩 平昌パラリンピック
金メダリスト（クロスカントリースキー　男子
10kmクラシカル　立位）

39 令和3年10月26日 大橋　悠依 東京オリンピック
金メダリスト（水泳　競泳女子400m個人メド
レー、競泳女子200ｍ個人メドレー）

40 令和3年10月26日 入江　聖奈 東京オリンピック 金メダリスト（ボクシング 女子フェザー級)

41 令和3年10月26日 橋本　大輝 東京オリンピック
金メダリスト（体操　男子個人総合、男子種目
別鉄棒）

42 令和3年10月26日 向田　真優 東京オリンピック
金メダリスト（レスリング　女子フリースタイル53
㎏級）
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43 令和3年10月26日 須﨑　優衣 東京オリンピック
金メダリスト（レスリング　女子フリースタイル50
㎏級）

44 令和3年10月26日 乙黒　拓斗 東京オリンピック
金メダリスト（レスリング　男子フリースタイル65
㎏級）

45 令和3年10月26日 水谷　隼 東京オリンピック 金メダリスト（卓球　混合ダブルス）

46 令和3年10月26日 見延　和靖 東京オリンピック 金メダリスト（フェンシング　男子エペ団体）

47 令和3年10月26日 加納　虹輝 東京オリンピック 金メダリスト（フェンシング　男子エペ団体）

48 令和3年10月26日 宇山　賢 東京オリンピック 金メダリスト（フェンシング　男子エペ団体）

49 令和3年10月26日 髙藤　直寿 東京オリンピック 金メダリスト（柔道　男子60㎏級）

50 令和3年10月26日 阿部　詩 東京オリンピック 金メダリスト（柔道　女子52kg級）

51 令和3年10月26日 阿部　一二三 東京オリンピック 金メダリスト（柔道　男子66㎏級）

52 令和3年10月26日 大野　将平 東京オリンピック 金メダリスト（柔道　男子73㎏級）

53 令和3年10月26日 永瀬　貴規 東京オリンピック 金メダリスト（柔道　男子81㎏級）

54 令和3年10月26日 新井　千鶴 東京オリンピック 金メダリスト（柔道　女子70㎏級）

55 令和3年10月26日 ウルフ　アロン 東京オリンピック 金メダリスト（柔道　男子100㎏級）

56 令和3年10月26日 素根　輝 東京オリンピック 金メダリスト（柔道　女子78㎏超級）

57 令和3年10月26日 堀米　雄斗 東京オリンピック 金メダリスト（スケートボード　ストリート）

58 令和3年10月26日 山﨑　康晃 東京オリンピック 金メダリスト（野球　投手）

59 令和3年10月26日 平良　海馬 東京オリンピック 金メダリスト（野球　投手）

60 令和3年10月26日 山田　哲人 東京オリンピック 金メダリスト（野球　内野手）

61 令和3年10月26日 源田　壮亮 東京オリンピック 金メダリスト（野球　内野手）

62 令和3年10月26日 菊池　涼介 東京オリンピック 金メダリスト（野球　内野手）

63 令和3年10月26日 坂本　勇人 東京オリンピック 金メダリスト（野球　内野手）
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64 令和3年10月26日 近藤　健介 東京オリンピック 金メダリスト（野球　外野手）

65 令和3年10月26日 鈴木　誠也 東京オリンピック 金メダリスト（野球　外野手）

66 令和3年10月26日 梶原　大暉 東京パラリンピック
金メダリスト（バドミントン　男子シングルス
WH2）

67 令和3年10月26日 里見　紗李奈 東京パラリンピック
金メダリスト（バドミントン　女子シングルス
WH1、女子ダブルスWH）

68 令和3年10月26日 山崎　悠麻 東京パラリンピック 金メダリスト（バドミントン　女子ダブルスWH）

69 令和3年10月26日 杉浦　佳子 東京パラリンピック
金メダリスト（自転車　女子C1-3タイムトライア
ル、女子C1-3ロードレース）

70 令和3年10月26日 木村　敬一 東京パラリンピック 金メダリスト（水泳　男子100mバタフライ S11）

71 令和3年10月26日 鈴木　孝幸 東京パラリンピック 金メダリスト（水泳　男子100m自由形 S4）

72 令和4年4月25日 髙木　美帆 北京オリンピック　 金メダリスト（スピードスケート　女子1000m）

73 令和4年4月25日 村岡　桃佳 北京パラリンピック
金メダリスト（アルペンスキー　女子滑降 座位、女
子スーパー大回転 座位、女子大回転 座位）

74 令和4年4月25日 川除　大輝 北京パラリンピック
金メダリスト（クロスカントリースキー　男子
20kmクラシカル 立位）

75 令和4年7月22日 石田　考正 ブラジルデフリンピック 金メダリスト（陸上　ハンマー投げ）　

76 令和4年7月22日 茨　隆太郎 ブラジルデフリンピック
金メダリスト（水泳　400m個人メドレー、100mバタフ
ライ、200m個人メドレー、200m自由形）

77 令和4年7月22日 藤原　慧 ブラジルデフリンピック
金メダリスト（水泳　400m自由形、1500m自由
形）
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