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○体育功労者
市町村体育協会推薦
大塩　　茂 公益財団法人甲府市体育協会
小池　一男 公益財団法人甲府市体育協会
深沢　照雄 公益財団法人甲府市体育協会
山口　　昇 公益財団法人富士吉田体育協会
吉田　孝明 公益財団法人富士吉田体育協会
砂金　　護 特定非営利活動法人都留市体育協会
稀代　　靖 特定非営利活動法人都留市体育協会
村松　俊之 山梨市体育協会
古屋　照雄 山梨市体育協会
小高　秀之 大月市体育協会

（故）生山賢二 韮崎市体育協会
横森よしほ 韮崎市体育協会
深澤　　勉 公益財団法人南アルプス市体育協会
柴田　忠洋 公益財団法人南アルプス市体育協会
坂本　　肇 北杜市体育協会
髙橋　勝彦 北杜市体育協会
坪井　茂雄 甲斐市体育協会
山田　弘志 甲斐市体育協会
田中　一満 笛吹市体育協会
早川　幸雄 笛吹市体育協会
田島　吉春 上野原市体育協会
雨宮　千尋 甲州市スポーツ協会
三森　久幸 甲州市スポーツ協会
齊藤　　亘 富士川町スポーツ協会
高村冨三人 山中湖村スポーツ協会
中村　好幸 富士河口湖町体育協会

競技団体・学校体育団体推薦
真田　　昭 一般財団法人山梨陸上競技協会
竹川　一徳 一般財団法人山梨陸上競技協会
矢㟢　守仁 山梨県ソフトテニス連盟
神野　敏也 一般社団法人山梨県サッカー協会
内藤　秀俊 一般社団法人山梨県サッカー協会
太田　　守 山梨県野球連盟
高部　博志 山梨県野球連盟
川口　智之 山梨県水泳連盟
芦沢　静枝 山梨県卓球協会
保坂　成年 山梨県バレーボール協会
長沼　和人 山梨県バレーボール協会
石原　廣美 一般社団法人山梨県バスケットボール協会
三枝孝太郎 一般社団法人山梨県バスケットボール協会
奈良　妙子 山梨県体操協会

令和元年度山梨県体育協会表彰受賞者（個人及び団体）
中澤　弘雄 山梨県山岳連盟
堀内　　弥 山梨県相撲連盟
塩沢　正由 特定非営利活動法人山梨県スキー連盟
川上　琴美 山梨県スケート連盟
今村　和也 山梨県ラグビーフットボール協会
小林　一也 山梨県自転車競技連盟
吉田　利和 山梨県ハンドボール協会
飯島　保利 山梨県バドミントン協会
北　　義男 山梨県ソフトボール協会
金谷　裕司 山梨県ソフトボール協会
矢頭　恵造 山梨県弓道連盟
土橋　英俊 山梨県柔道連盟
丹澤　一浩 山梨県柔道連盟
網野　和彦 山梨県ボクシング連盟
森　　博士 山梨県剣道連盟
井貝　昌司 山梨県剣道連盟
流石　淳子 山梨県ボート協会
渡辺　拓人 山梨県ウエイトリフティング協会
大森　康司 山梨県テニス協会
富田　昌昭 山梨県空手道連盟
長澤　明人 山梨県銃剣道連盟
土橋　上子 山梨県なぎなた連盟
寺本　祐治 山梨県ホッケー協会
鷹野　　進 山梨県ボウリング連盟
久津川　剛 山梨県ゲートボール協会
石原　　昭 山梨県ゴルフ連盟
井上　連子 山梨県武術太極拳連盟
深澤　長世 山梨県バウンドテニス協会
一瀬　貞一 山梨県グラウンド・ゴルフ協会
松本　正己 山梨県ダンススポーツ連盟
幡野　　弘 山梨県ターゲット･バードゴルフ協会
宮原久仁子 山梨県エアロビック連盟
大塚　　茂 山梨県綱引連盟
米山　　隆 山梨県高等学校体育連盟
湯浅　邦茂 山梨県高等学校体育連盟
加賀美　猛 山梨県小中学校体育連盟
戸澤　　智 山梨県小中学校体育連盟
朝比奈　茂 県スポーツ協会事務局推薦
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○特別優秀選手
競技別世界選手権大会、アジア大会、ユニバーシアー
ド大会入賞　個人
鈴木　聡美

第18回アジア競技大会水泳競技　女子50m平泳ぎ（1
位）・女子100m平泳ぎ（1位）・女子4×100mメドレー
リレー（1位）・第95回日本選手権水泳競技大会　女子
50m平泳ぎ（1位）・女子100m平泳ぎ（2位）

江原　騎士
第18回アジア競技大会水泳競技　男子400m自由形（2
位）・男子4×200mフリーリレー（1位）・第73回国民
体育大会水泳競技　成年男子400m自由形（1位）・第95
回日本選手権水泳競技大会　男子200m自由形（2位）・
男子400m自由形（2位）

田中　冴実
第29回ユニバーシアード冬季競技大会　スケートショー
トトラック競技　女子3000mリレー（2位）

新添　左季
第18回アジア競技大会柔道競技　女子70kg級（1位）・
男女混合団体戦（1位）

舟久保遥香
第18回アジア競技大会柔道競技　男女混合団体戦（1位）

乙黒　拓斗
2018年レスリング世界選手権大会　フリースタイル
65kg級（1位）・平成30年度全日本レスリング選手権大
会　フリースタイル65kg級（1位）

高橋　侑希
2018年レスリング世界選手権大会　フリースタイル
57kg級（3位）・第18回アジア競技大会レスリング競技
　フリースタイル57kg級（3位）・平成30年度全日本レ
スリング選手権大会　フリースタイル57kg級（1位）

藤波　勇飛
第18回アジア競技大会レスリング競技　フリースタイル
74kg級（3位）・平成30年度全日本レスリング選手権大
会　フリースタイル74kg級（1位）

高野　雄介
第18回アジア競技大会男子ホッケー競技（1位）

田中　秋桜
第18回アジア競技大会女子ホッケー競技（1位）

藤嶋　大規
第18回アジア競技大会カヌー競技　男子スプリント・カ
ヤックフォア500m（4位）

佐藤　優香
第18回アジア競技大会トライアスロン競技　混合リレー

（1位）・第24回日本トライアスロン選手権（2位）

公認の日本記録若しくは公認の世界記録を樹立
鈴木　聡美

第18回アジア競技大会　水泳競技　女子4×100mメド
レーリレー　3：54：73　日本新記録

国民体育大会に連続５回入賞
笠井　武広

第69回国民体育大会ウエイトリフティング競技　69kg
級スナッチ（1位）・クリーン&ジャーク（1位）・第70
回国民体育大会ウエイトリフティング競技　77kg級ス
ナッチ（2位）・クリーン&ジャーク（2位）・第71回国
民体育大会ウエイトリフティング競技　77kg級スナッ
チ（3位）・クリーン&ジャーク（1位）・第72回国民体
育大会ウエイトリフティング競技　77kg級スナッチ（1
位）・クリーン&ジャーク（1位）・第73回国民体育大会
ウエイトリフティング競技　85kg級スナッチ（2位）・
クリーン&ジャーク（1位）
第79回全日本ウエイトリフティング選手権大会　81kg
級スナッチ（2位）・81kg級クリーン&ジャーク（1位）・
81kg級トータル（1位）

○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、全国高等学校総合体育大会、全国高
等学校選手権大会、全国中学校競技別選手権大会3位
以内入賞者
古屋日奈子

第73回国民体育大会　陸上競技　少年女子B走幅跳（2
位）

内田かりん
第73回国民体育大会　水泳競技　少年女子A200mバタ
フライ（3位）

西山　雄介
第94回日本学生選手権水泳競技大会　200m個人メド
レー（2位）・400m個人メドレー（3位）

陶山　周平
第94回日本学生選手権水泳競技大会　200m自由形（2
位）

北原　もえ
第74回国民体育大会冬季大会スケート競技会　成年女子
1500m（3位）

小佐野　梓
第74回国民体育大会冬季大会スケート競技会　少年女子
1500m（3位）
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平井　光介
第73回国民体育大会自転車競技　少年男子個人ロード・
レース（1位）

中島　詩音
第73回国民体育大会自転車競技　成年男子スプリント

（3位）
松浦　充孝

第96回全日本選手権大会　男子舵手付きフォア（3位）
池田　光輝

第45回全日本大学選手権大会　男子舵手付きフォア（3
位）・第96回全日本選手権大会　男子舵手付きフォア（3
位）

持田龍之輔
第73回国民体育大会ウエイトリフティング競技　成年男
子　105kg超級クリーン&ジャーク（3位）・第79回全日
本ウエイトリフティング選手権大会　109kg級スナッチ

（2位）・109kg級クリーン&ジャーク（1位）・109kg級
トータル（1位）

持田　慶貴
第73回国民体育大会ウエイトリフティング競技　少年男
子　85kg級スナッチ（1位）・85kg級クリーン&ジャー
ク（2位）

渡邉　将太
第73回国民体育大会ウエイトリフティング競技　少年男
子　105kg級クリーン&ジャーク（1位）

澤江　優月
第73回国民体育大会空手道競技　少年女子　個人組手

（1位）
大内美里紗

第73回国民体育大会空手道競技　少年女子　個人形（3
位）

文田健一郎
平成30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60kg級（1位）

大津　拓馬
平成30年度全日本レスリング選手権大会　フリースタイ
ル92kg級（3位）

乙黒　圭祐
平成30年度全日本レスリング選手権大会　フリースタイ
ル70kg級（3位）

安楽　龍馬
第73回国民体育大会レスリング競技　成年男子フリース
タイル65kg級（3位）

丸山　智也
第73回国民体育大会レスリング競技　成年男子グレコ
ローマンスタイル60kg級（2位）

西田　衛人
第73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80kg級（1位）

小林　大悟
第73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65kg級（1位）

横内　　零
平成30年度日本カヌーワイルドウォータージュニア選手
権大会　ワイルドウォータークラシックジュニア男子カ
ヤックシングル（1位）

三浦　伊織
平成30年度日本カヌースプリント選手権大会　カヌース
プリント　男子カヤックフォア　500m（3位）

仲田　　翼
第73回国民体育大会カヌー競技　少年男子カヌースプリ
ント　カナディアンシングル　200m（3位）

都築千空姫
第73回国民体育大会カヌー競技　少年女子カヌースプリ
ント　カヤックシングル　200m（1位）・500m（1位）

鈴木　翔大
第73回国民体育大会カヌー競技　少年男子カヌースプリ
ント　カヤックシングル　200m（2位）

佐川　幸司
第73回国民体育大会カヌー競技　成年男子カヌーワイル
ドウォーター　スプリント　男子カヤックシングル（3
位）

長田　順子
第35回全日本武術太極拳選手権大会　規定競技部門女子
24式太極拳Aの部（1位）

和田　純菜
第1回全国高等学校トライアスロン選手権（1位）

鈴木　　凜
令和元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72回全国高等学校陸上競技対校選手権大会　
やり投げ（2位）

山際　航平
令和元年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技大
会　三笠宮賜牌　第66回全国高等学校レスリング選手権
大会　51kg級（3位）

矢部　晴翔
令和元年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技大
会　三笠宮賜牌　第66回全国高等学校レスリング選手権
大会　65kg級（2位）
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西田　衛人
令和元年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技大
会　三笠宮賜牌　第66回全国高等学校レスリング選手権
大会　80kg級（2位）

佐野香太朗
令和元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66回全国高等学校ウエイ
トリフティング競技選手権大会　55kg級スナッチ（2
位）・55kg級トータル（2位）

渡辺　舜太
令和元年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会　
第35回全国高等学校カヌー競技選手権大会　スプリン
ト・カナディアンペア500M（1位）

佐藤　拓馬
令和元年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会　
第35回全国高等学校カヌー競技選手権大会　スプリン
ト・カナディアンペア500M（1位）

藤城　　心
令和元年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会　第
68回全国高等学校柔道大会　女子52kg級（3位）

小斉穂奈美
令和元年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会　第
68回全国高等学校柔道大会　女子63kg級（2位）

黒田　亜紀
令和元年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会　第
68回全国高等学校柔道大会　女子78kg級（1位）

平野　友萌
令和元年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会　第
68回全国高等学校柔道大会　女子78kg超級（2位）

西山　拓也
令和元年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会　
第46回全国高等学校空手道選手権大会　男子個人組手

（1位）
畔上　　宙

令和元年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会　
第46回全国高等学校空手道選手権大会　男子個人組手

（3位）
冨田ちなつ

令和元年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会　
第46回全国高等学校空手道選手権大会　女子個人組手

（3位）
舟田　　葵

令和元年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会　
第46回全国高等学校空手道選手権大会　男子個人形（1
位）

大内美里沙
令和元年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会　
第46回全国高等学校空手道選手権大会　女子個人形（1
位）

深澤　瑞樹
第46回全国中学校陸上競技選手権大会　男子走幅跳（3
位）

中込　陸斗
第50回全国中学校体操競技選手権大会　男子種目別ゆか

（3位）
竹澤　薫子

第50回全国中学校体操競技選手権大会　女子種目別平均
台（3位）

山本　海蘭
第50回全国中学校柔道大会　女子個人70kg級（2位）

○優秀団体
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、全国高等学校総合体育大会、全国高
等学校選手権大会、全国中学校競技別選手権大会3位
以内入賞団体
山梨県成年女子チーム

第74回国民体育大会冬季大会スケート競技会　ショート
トラック競技　成年女子3000mリレー（2位）

山梨県成年女子チーム
第74回国民体育大会冬季大会スケート競技会　成年女子
2000mリレー（3位）

少年団体障害飛越チーム
第73回国民体育大会馬術競技　少年団体障害飛越（1位）

山梨県少年女子チーム
第73回国民体育大会弓道競技　少年女子近的競技（1位）

山梨学院大学男子ホッケー部
第67回男子全日本学生ホッケー選手権大会（1位）

山梨学院大学女子ホッケー部
第40回女子全日本学生ホッケー選手権大会（3位）

山梨県チーム
第31回全国グラウンド・ゴルフ交歓山梨県大会（1位）

山梨学院高等学校女子ソフトボール部
令和元年度全国高等学校総合体育大会ソフトボール競技
大会　第71回全日本高等学校女子ソフトボール選手権大
会（3位）

富士学苑高等学校女子柔道部
令和元年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会　第
68回全国高等学校柔道大会　女子団体（1位）
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日本航空高等学校男子空手道部
令和元年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会　
第46回全国高等学校空手道選手権大会　男子団体組手

（3位）
城南中学校男子体操部

第50回全国中学校体操競技選手権大会　男子団体総合
（2位）

○優秀指導者
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、全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選
手権大会、全国中学校競技別選手権大会において 3位以
内の成績を連続 3回収めた選手又はチームを直接指導育
成に寄与した指導者
三澤　孝康

第65回男子全日本学生ホッケー選手権大会（1位）
第66回男子全日本学生ホッケー選手権大会（1位）
第67回男子全日本学生ホッケー選手権大会（1位）

○奨励賞
全国的競技大会入賞者　個人
岩間　彩芽

第34回全国小学生陸上競技交流大会　6年生女子100m
（6位）

大森　理央
第41回全国JOCジュニアオリンピック夏季水泳競技大会
　男子50m平泳ぎ　10歳以下（8位）

阿部奈菜美
第41回全国JOCジュニアオリンピック夏季水泳競技大会
　女子50mバタフライ　10歳以下（7位）

雨宮　ゆら
第18回全日本少年少女空手道選手権大会　5年生女子組
手（2位）

穐野　愛星
第18回全日本少年少女空手道選手権大会　5年生女子組
手（5位）

中村　太耀
第18回全日本少年少女空手道選手権大会　6年生男子組
手（3位）

横内　美音
第19回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会　女
子 Aグループ（1位）・第27回全国小学生バドミントン
選手権大会女子シングルス（3位）

池田　文香
平成30年度全国少年少女カヌー大会　女子カヤックペア

（8位）

丹澤　実咲
平成30年度全国少年少女カヌー大会　女子カヤックペア

（8位）
神澤いろは

第13回ジュニアグラウンド・ゴルフ発祥地大会　個人の
部（2位）

○奨励賞団体
全国的競技大会入賞　団体
山梨県富士山チーム

第13回ジュニアグラウンド・ゴルフ発祥地大会　団体の
部（1位）


