
平成２５年度山梨県体育協会表彰受賞者（個人及び団体）
○体育功労者
市町村体育協会推薦
市ノ瀬徳男 財団法人甲府市体育協会
長田 学 財団法人甲府市体育協会
広瀬 祥子 財団法人甲府市体育協会
柏木 克之 公益財団法人富士吉田体育協会
渡邊 晴昭 公益財団法人富士吉田体育協会
山本 純子 特定非営利活動法人都留市体育協会
杉田 進 特定非営利活動法人都留市体育協会
渡邉 定 山梨市体育協会
水上 三男 山梨市体育協会
溝口 進 大月市体育協会
藤嶋 英毅 韮崎市体育協会
一木 長博 韮崎市体育協会
中込 愼一 公益財団法人南アルプス市体育協会
深沢 勇 公益財団法人南アルプス市体育協会
清水 卓司 北杜市体育協会
末木 基治 北杜市体育協会
小林 敏男 甲斐市体育協会
小田切千尋 甲斐市体育協会
植村 詔子 笛吹市体育協会
相川 成 笛吹市体育協会
小俣 湧一 上野原市体育協会
塩澤 芳和 甲州市体育協会
平塚 幸男 甲州市体育協会
石原 文孝 中央市体育協会
杉田 洋一 富士川町体育協会
小池 義男 富士河口湖町体育協会

競技団体・学校体育団体推薦
坂野 龍英 一般財団法人山梨陸上競技協会
加藤すみゑ 一般財団法人山梨陸上競技協会
深沢 典夫 山梨県ソフトテニス連盟
雨宮 君秋 山梨県ソフトテニス連盟
新藤 道也 社団法人山梨県サッカー協会
荻野 高茂 社団法人山梨県サッカー協会
天野 文人 山梨県野球連盟
河野 幸則 山梨県野球連盟
�井 道治 山梨県水泳連盟
橋本 藤視 山梨県卓球協会
田村 勝彦 山梨県バレーボール協会
河野 良一 山梨県バレーボール協会
久保田一男 山梨県バスケットボール協会
荻野 昭彦 山梨県バスケットボール協会
村松 俊哉 山梨県体操協会
秋山 泉 山梨県山岳連盟
渡邊 昭男 山梨県相撲連盟
守屋 裕史 山梨県スキー連盟
椙浦 和朗 山梨県スケート連盟
中野 正洋 山梨県ラグビーフットボール協会
川上 等 山梨県自転車競技連盟
窪田 正典 山梨県ハンドボール協会
平山 勝己 山梨県バドミントン協会
内堀 正弘 山梨県ソフトボール協会

小島 幸次 山梨県ソフトボール協会
小林 源治 山梨県弓道連盟
望月 謙 山梨県柔道連盟
楠 昭彦 山梨県柔道連盟
井上 孝悦 山梨県アマチュアボクシング連盟
副島 輝生 山梨県野球協会
小松 弘明 山梨県剣道連盟
山本 洋一 山梨県剣道連盟
萱沼 徳重 山梨県ボート協会
古屋富士雄 山梨県セーリング連盟
松下 忠光 山梨県ウエイトリフティング協会
小塩 幸弘 山梨県テニス協会
井上 和利 山梨県テニス協会
土屋 尊彦 山梨県空手道連盟
深澤 利彦 山梨県銃剣道連盟
廣瀬 安子 山梨県ゲートボール協会
千野 廣 山梨県ゲートボール協会
平岩 丑雄 山梨県ゴルフ連盟
井上 喜宣 山梨県バウンドテニス協会
里吉 美雅 山梨県ダンススポーツ連盟
望月 長業 山梨県ターゲット・バードゴルフ協会
若尾 徳男 山梨県エアロビック連盟
赤池 義明 山梨県綱引連盟
宮澤 和彦 山梨県高等学校体育連盟
関口 直人 山梨県高等学校体育連盟
堀内 学 山梨県小中学校体育連盟
斉藤 正人 山梨県小中学校体育連盟

○優秀選手
国民体育大会、競技別全日本選手権大会、全国
学生競技別選手権大会、全国中学校競技別選手
権大会 ３位以内入賞者
飯野 摩耶
第９７回日本陸上競技選手権女子１５００m（３位）
野澤 啓佑
第６７回国民体育大会陸上競技成年男子４００mハードル
（２位）・成年男子８００m（３位）
下中 千明
第８８回日本学生選手権水泳競技大会競泳女子５０m自
由形（１位）
山下 安輝
第８８回日本学生選手権水泳競技大会競泳女子２００m背
泳ぎ（３位）
江原 騎士
第５４回日本選手権（２５m）水泳競技大会競泳男子１５００
m自由形（３位）
藤原 颯太
第６８回国民体育大会冬季大会スキー競技会少年男子
ジャイアントスラローム（２位）
野村 正道
国民体育大会に１０回出場（第５７回～６２回、６４回～６６回、
６８回冬季大会スキー競技）
山腰 洋樹
国民体育大会に１０回出場（第５０回、５１回、５４回、５８回、
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６０回、６２回、６５回～６８回冬季大会スキー競技）
菊池 彩花
第６８回国民体育大会冬季大会スケート競技会成年女子
スピード１５００m（１位）・１０００m（１位）
押切美沙紀
第６８回国民体育大会冬季大会スケート競技会成年女子
スピード５００m（３位）
亀井萌々野
第６８回国民体育大会冬季大会スケート競技会成年女子
スピード３０００m（３位）
石川 将之
第３３回全国中学校スケート大会スピードスケート競技
男子１５００m（３位）
中口 雪絵
第３５回日本学生ショートトラックスピードスケート選
手権大会女子５００m（１位）・１０００m（３位）
山浦 大明
第３５回日本学生ショートトラックスピードスケート選
手権大会男子１５００m（３位）
有賀 剛
第５０回日本ラグビーフットボール選手権大会（１位）
浅原 拓真
第５０回日本ラグビーフットボール選手権大会（３位）
内田 啓太
第４９回全国大学ラグビーフットボール選手権大会（２位）
佐藤 穣司
第４９回全国大学ラグビーフットボール選手権大会（３位）
雨宮 正樹
第８１回全日本アマチュア自転車競技選手権大会男子オ
ムニアム スクラッチ（３位）
末木 浩二
第６８回全日本大学対抗選手権自転車競技大会男子ケイ
リン（１位）・男子１kmタイムトライアル（１位）・
チームスプリント（男子）（１位）
雨宮 啓貴
第９回全国中学生弓道大会 JOCジュニアオリンピッ
クカップ大会（２位）
新藤 耕平
第３９回全日本大学選手権大会男子エイト（３位）
流石 明典
第３９回全日本大学選手権大会男子舵手付きフォア（３位）
奈良 友貴
第６７回国民体育大会ライフル射撃競技１０mエアライ
フル少年女子立射４０発競技（１位）
正満 孝太
第５９回全日本学生ライフル射撃選手権大会５０mライ
フル伏射男子競技（２位）
中山 陽介
第６７回国民体育大会ウエイトリフティング競技成年男
子６２kg級スナッチ（２位）・６２kg級ジャーク（２
位）・６２kg級トータル（２位）・第７３回全日本ウエイ
トリフティング選手権大会６２kg級ジャーク（２位）
武井誠一郎
第６７回国民体育大会ウエイトリフティング競技成年男
子７７kg級スナッチ（２位）・７７kg級ジャーク（３
位）・７７kg級トータル（２位）・ 第７３回全日本ウエ
イトリフティング選手権大会７７kg級ジャーク（２位）

奈良 信也
第６７回国民体育大会ウエイトリフティング競技少年男
子７７kg級スナッチ（２位）・７７kg級ジャーク（３
位）・７７kg級トータル（２位）
前田あすか
平成２４年度第１１回全国女子中学生ウエイトリフティン
グ競技選手権大会５８kg級スナッチ（３位）・５８kg級
ジャーク（３位）・５８kg級トータル（３位）
大木 格
第４０回全日本空手道選手権大会男子形（２位）
古川かれん
第６７回国民体育大会空手道競技少年女子形（１位）・平
成２５年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会第４０
回全国高等学校空手道選手権大会女子個人形（１位）
小宮山 修
第６７回国民体育大会馬術競技成年男子スピードアンド
ハンディネス競技（１位）・成年男子トップスコア競技
（３位）・第６４回全日本障害馬術大会２０１２パートⅠ中障
害飛越競技A（スピードアンドハンディネス）（２位）
甲斐 琢磨
第６４回全日本馬場馬術大会２０１２パートⅡ内国産馬第４
課目馬場馬術競技（２位）
後藤 翼
平成２４年度全日本レスリング選手権大会フリースタイ
ル６６kg級（３位）
文田健一郎
第６７回国民体育大会レスリング競技少年男子グレコ
ローマンスタイル５５kg（１位）・平成２４年度全日本レ
スリング選手権大会グレコローマンスタイル５５kg級
（３位）・平成２５年度全国高等学校総合体育大会レス
リング競技大会三笠宮賜杯第６０回全国高等学校レスリ
ング選手権大会 ６０kg級（１位）
小柳 和也
第６７回国民体育大会レスリング競技少年男子グレコ
ローマンスタイル５０kg級（１位）・平成２５年度全国高
等学校総合体育大会レスリング競技大会三笠宮賜杯第
６０回全国高等学校レスリング選手権大会５５kg級（２位）
長田 英真
平成２４年度日本カヌースプリント選手権大会カナディ
アン・フォア５００m男子（３位）・カナディアン・
フォア２００m男子（１位）
山� 珠美
平成２５年全日本選抜柔道体重別選手権大会女子４８kg
級（２位）
西田 香穂
平成２５年全日本選抜柔道体重別選手権大会女子７８kg
級（３位）
矢ノ倉 弘
平成２５年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会秩
父宮賜杯第６６回全国高等学校陸上競技対校選手権大会
男子３０００m障害物（２位）
清水圭三郎
平成２５年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会第
６２回全国高等学校柔道大会男子個人１００kg級（３位）
渡邉 亮
平成２５年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会第
５８回全国高等学校弓道大会個人（３位）
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望月 大輝
平成２５年度全国高等学校総合体育大会ウエイトリフ
ティング競技大会高松宮賜旗第６０回全国高等学校ウエ
イトリフティング競技選手権大会１０５kg級スナッチ
（２位）・クリーン＆ジャーク（１位）・トータル（１位）
曽根 裕也
平成２５年度全国高等学校総合体育大会ウエイトリフティン
グ競技大会高松宮賜旗第６０回全国高等学校ウエイトリフ
ティング競技選手権大会６２kg級クリーン＆ジャーク（３位）
中村 良太
平成２５年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会第
４０回全国高等学校空手道選手権大会男子個人組手（３位）
宮内 健太
平成２５年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技
大会三笠宮賜杯第６０回全国高等学校レスリング選手権
大会 ９６kg級（３位）
浅倉 栞南
平成２５年度全国高等学校女子レスリング選手権大会
４６kg級（３位）
鬼山 直也
平成２５年度全国高等学校総合体育大会アーチェリー競
技大会高円宮賜牌第４６回全国高等学校アーチェリー選
手権大会男子個人（３位）
渡辺えみ里
平成２５年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会
第２９回全国高等学校カヌー選手権大会女子カヌースプ
リント・カヤックシングル５００m（３位）
大嶋美和子
平成２５年度第５１回全国高等学校ライフル射撃競技選手権
大会１０mエア・ライフル立射４０発競技女子個人（１位）
舟久保遥香
平成２５年度全国中学校体育大会第４４回全国中学校柔道
大会女子個人５７kg級（１位）
梶田 凪
平成２５年度全国中学校体育大会第４４回全国中学校体操
競技選手権大会女子個人総合（３位）・女子種目別ゆ
か（２位）・女子種目別平均台（３位）

○優秀選手 団体
国民体育大会、競技別全日本選手権大会、全国
学生競技別選手権大会、全国中学校競技別選手
権大会３位以内入賞 団体
山梨学院大学女子水泳部
第８８回日本学生選手権水泳競技大会女子４００mメドレーリ
レー（山下安輝、鈴木聡美、中坊 彩、下中千明）（１位）
山梨学院大学男子チーム
第３５回日本学生ショートトラックスピードスケート選
手権大会男子５０００mリレー（２位）・男子学校対抗総
合（興那誠一、山浦大明、平田将之、宮崎勇太）（１位）
山梨学院大学女子チーム
第３５回日本学生ショートトラックスピードスケート選
手権大会女子学校対抗総合（中口雪絵）（２位）
山梨県柔道競技国体成年女子チーム
第６７回国民体育大会柔道成年女子（山部佳苗、佐野賀
世子、山�珠美）（３位）
山梨学院大学女子ホッケー部
第３４回女子全日本学生ホッケー選手権大会（伴田久美、高

田結菜、永山衿香、大田成美、中畝地里沙、天野真衣、松瀬
有里、浦島千春、田中泉樹、中込夏未、岡田彩果、米永吏来、
大場史帆、西永優衣、勝部奈穂、近藤理美、佐藤 圭、吉田
美瑞穂、鈴木 柚、五島梨奈、花田華澄、藤井美沙）（１位）
FC笛吹チーム
文部科学大臣杯第２８回全日本ゲートボール選手権大会（橘
田一宗、古屋正史、須田和人、山中憲子、小尾義彦）（２位）
日本航空高等学校男子団体組手チーム
平成２５年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会
第４０回全国高等学校空手道選手権大会男子団体組手
（希代 駿・三浦銀太・福岡 蓮・中村良太・望月涼
雅・中澤弘輝・福嶋源竜）（２位）
甲府城西高校女子団体チーム
平成２５年度全国高等学校総合体育大会アーチェリー競技
大会高円宮賜牌第４６回全国高等学校アーチェリー選手権
大会女子団体（小野綾香・清水 遥・村木友里）（１位）
笛吹高校女子エア・ライフルチーム
平成２５年度第５１回全国高等学校ライフル射撃競技選手
権大会１０mエア・ライフル立射４０発競技女子団体（大
嶋美和子・奈良友貴・小澤綾香）（２位）
石和中学校男子４×１００mリレーチーム
平成２５年度全国中学校体育大会第４０回全日本中学校陸
上競技選手権大会男子４×１００mリレー（辰巳海斗・
大久保雄平・渡邉 陵・土屋拓斗・�野隼人・田中拓
海）（３位）

○奨励賞
全国的競技大会入賞者 個人
小西 佑茉
第３５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（８位）
平野 美宇
平成２４年度全日本卓球選手権大会女子ホープスシング
ルス（３位）・JOCジュニアオリンピック２０１２平成２４
年度全日本卓球選手権大会（カデットの部）１４才以下
女子シングルス（１位）
山口 聖也
第１２回全日本少年少女空手道選手権大会４年生男子組
手（３位）
茂手木陸生
第１２回全日本少年少女空手道選手権大会４年生男子組
手（５位）
望月 満帆
２０１２オールキッズトライアスロン大会６年生男子（２位）
大澤 真由
２０１２オールキッズトライアスロン大会６年生女子（２位）
橘田 翔
２０１２オールキッズトライアスロン大会４年生男子（１位）

全国的競技大会入賞者 団体
大国陸上クラブ
日清食品カップ第１５回全国小学生クロスカントリーリ
レー研修大会（大澤真由、橘田大河、萱沼結衣、望月
満帆、山口華枝、森田克真）（６位）
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