令和２年度山梨県スポーツ協会表彰受賞者名簿（個人及び団体）
○体育功労者
市町村体育・スポーツ協会推薦
佐々木善幸 公益財団法人甲府市スポーツ協会
古屋
駿 公益財団法人甲府市スポーツ協会
関
晴彦 公益財団法人甲府市スポーツ協会
長田 光男 公益財団法人富士吉田スポーツ協会
三浦
茂 公益財団法人富士吉田スポーツ協会
布施 勝久 特定非営利活動法人都留市スポーツ協会
岩村 茂樹 特定非営利活動法人都留市スポーツ協会
北浦
弘 山梨市スポーツ協会
古谷
勇 山梨市スポーツ協会
加藤てる代 大月市スポーツ協会
向山 幹夫 韮崎市体育協会
山本佐恵子 韮崎市体育協会
嶋田サツキ 公益財団法人南アルプス市体育協会
小野 義邦 公益財団法人南アルプス市体育協会
坂本 胤良 北杜市スポーツ協会
五味
力 北杜市スポーツ協会
長島 英二 甲斐市スポーツ協会
細田 正子 甲斐市スポーツ協会
石原 文子 笛吹市スポーツ協会
飯野
久 笛吹市スポーツ協会
山口 宏行 上野原市スポーツ協会
荻原ゆう子 甲州市スポーツ協会
中村 訓男 甲州市スポーツ協会
中込
厚 市川三郷町スポーツ協会
樋口 敏夫 昭和町スポーツ協会
渡辺 胆男 道志村スポーツ協会
渡辺 幸一 鳴沢村スポーツ協会
渡邉
博 富士河口湖町体育協会
競技団体・学校体育団体推薦
饗庭 秀一 一般財団法人山梨陸上競技協会
小俣 宏記 一般財団法人山梨陸上競技協会
程原 久幸 山梨県ソフトテニス連盟
小林 延明 一般社団法人山梨県サッカー協会
風間
斉 一般社団法人山梨県サッカー協会
廣瀬 良次 山梨県野球連盟
堀内 和夫 山梨県野球連盟
清水 正倫 山梨県水泳連盟
渡辺 正志 山梨県卓球協会
守木
貴 山梨県バレーボール協会
楠
洋子 山梨県バレーボール協会
小澤 広樹 一般社団法人山梨県バスケットボール協会
林
正樹 一般社団法人山梨県バスケットボール協会
中村美千恵 山梨県体操協会
望月 啓治 山梨県山岳連盟
庄司 孝宏 山梨県相撲連盟
丸山 正視 特定非営利活動法人山梨県スキー連盟
清水
勝 山梨県スケート連盟
萩野 哲男 山梨県ラグビーフットボール協会
佐藤 勝彦 山梨県自転車競技連盟

高村
幸
三森 雅美
渡邊チエミ
赤尾 一秀
小林 睦美
宇津木峰隆
丸山 廣行
小林
稔
(故)渡邉正直
長田 章夫
山﨑 一良
磯村 賢一
山下 博美
飯沼 保裕
長谷川伸一
石部 典子
高橋 義徳
髙田 精二
廣瀬さとり
栗田 桃代
幡野 孝一
小池 太郎
山村
泰
三木はるみ
(故)秋山泰清
御園生 陽
渡邊
晶
古屋 勇紀
芦澤 秀幸
河野 秀樹
清水 洋子

山梨県ハンドボール協会
山梨県バドミントン協会
山梨県ソフトボール協会
山梨県ソフトボール協会
山梨県弓道連盟
山梨県柔道連盟
山梨県柔道連盟
ＪＡＢＡ山梨県野球協会
山梨県剣道連盟
山梨県剣道連盟
山梨県ボート協会
山梨県ウエイトリフティング協会
山梨県テニス協会
山梨県テニス協会
山梨県空手道連盟
山梨県なぎなた連盟
山梨県ホッケー協会
山梨県ゲートボール協会
山梨県ゴルフ連盟
山梨県武術太極拳連盟
山梨県バウンドテニス協会
山梨県ダンススポーツ連盟
山梨県ターゲット･バードゴルフ協会
山梨県エアロビック連盟
山梨県綱引連盟
山梨県高等学校体育連盟
山梨県高等学校体育連盟
山梨県小中学校体育連盟
山梨県小中学校体育連盟
県スポーツ協会事務局推薦
県スポーツ協会事務局推薦

○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
文田健一郎
2019 年レスリング世界選手権大会 グレコローマン
スタイル 60 ㎏級（１位）
乙黒 拓斗
2019 年レスリング世界選手権大会 フリースタイル
65 ㎏級（５位）
・令和元年度全日本レスリング選手権
大会 フリースタイル 65 ㎏級（１位）
志藤 綾香
第７回世界なぎなた選手権大会 女子団体試合（１
位）
公認の日本記録を樹立
持田龍之輔
2019 年世界ウエイトリフティング選手権大会 109 ㎏
級 クリーン＆ジャーク 219 ㎏ 日本新記録・第 74
回国民体育大会ウエイトリフティング競技会 成年男
子 109 ㎏級 クリーン＆ジャーク 221 ㎏ 日本新
記録・第 74 回国民体育大会ウエイトリフティング競
技 成年男子 109 ㎏級 スナッチ（１位）
・109 ㎏級
クリーン＆ジャーク（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
小森 直吏
第 74 回国民体育大会陸上競技 少年男子Ｂ砲丸投げ
（１位）
内田かりん
第 61 回日本選手権（25ｍ）水泳競技大会 女子 200
ｍバタフライ（１位）
鈴木 聡美
第 61 回日本選手権（25ｍ）水泳競技大会 女子 50ｍ
平泳ぎ（２位）
田中 大貴
第 95 回日本学生選手権水泳競技大会 男子 200ｍ バ
タフライ（２位）
高橋 洸輝
第 61 回日本選手権（25ｍ）水泳競技大会 男子 1500
ｍ自由形（１位）
飯沼
蓮
第 56 回全国大学ラグビーフットボール選手権大会
（２位）
武山 晃輔
第 74 回国民体育大会自転車競技 成年男子個人ロー
ド・レース（１位）

中島 詩音
第 74 回国民体育大会自転車競技 成年男子スプリン
ト（１位）
近藤 真優
第 46 回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォド
ルプル（２位）
渡辺 花穂
第 46 回全日本大学選手権大会 女子舵手付きクォド
ルプル（２位）
堀内 一輝
第 46 回全日本大学選手権大会 男子舵手付きフォア
（３位）
小澤 綾香
第 74 回国民体育大会ライフル射撃競技 成年女子 10
ｍエアライフル伏射 60 発競技（３位）
深澤
駿
第 74 回国民体育大会ライフル射撃競技 少年男子 10
ｍエアライフル 60 発競技（２位）
笠井 武広
第 74 回国民体育大会ウエイトリフティング競技 成
年男子 81 ㎏級クリーン＆ジャーク（１位）
佐野香太朗
第 74 回国民体育大会ウエイトリフティング競技 少
年男子 55 ㎏級スナッチ（１位）
・55 ㎏級クリーン＆
ジャーク（３位）
佐藤 日路
令和元年度第 21 回全国高等学校女子ウエイトリフテ
ィング競技選手権大会 45ｋｇ級スナッチ（２位）
・45
㎏級クリーン＆ジャーク（１位）・45 ㎏級トータル
（1 位）
天野 隆星
令和元年度第 33 回全国男子中学生ウエイトリフティ
ング選手権大会 67 ㎏級スナッチ（３位）
・67 ㎏級ク
リーン＆ジャーク（３位）
・67 ㎏級トータル（２位）
夏目 航輔
令和元年度第 33 回全国男子中学生ウエイトリフティ
ング選手権大会 67 ㎏級クリーン＆ジャーク（２位）
加藤 賢正
令和元年度第 33 回全国男子中学生ウエイトリフティ
ング選手権大会 81 ㎏級スナッチ（３位）
・81 ㎏級ク
リーン＆ジャーク（３位）
志村 涼風
令和元年度第 18 回全国女子中学生ウエイトリフティ
ング選手権大会 64 ㎏級スナッチ（２位）
・64 ㎏級ク
リーン＆ジャーク（３位）
・64 ㎏級トータル（３位）
舟田
葵
第 74 回国民体育大会空手道競技 少年男子 個人形
（１位）
大内 美里沙
第 74 回国民体育大会空手道競技 少年女子 個人形
（１位）

乙黒 圭祐
令和元年度全日本レスリング選手権大会 フリースタ
イル 74 ㎏級（１位）
大津 拓馬
令和元年度全日本レスリング選手権大会 フリースタ
イル 92 ㎏級（１位）
榊
流斗
令和元年度全日本レスリング選手権大会 フリースタ
イル 61 ㎏級（１位）
高橋 侑希
令和元年度全日本レスリング選手権大会 フリースタ
イル 57 ㎏級（２位）
山田修太郎
令和元年度全日本レスリング選手権大会 フリースタ
イル 86 ㎏級（３位）
谷崎
匠
令和元年度全日本レスリング選手権大会 フリースタ
イル 92 ㎏級（３位）
安楽 龍馬
第 74 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 65 ㎏級（１位）
藤本
歩
第 74 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 125 ㎏級（３位）
矢部 和希
第 74 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 60 ㎏級（２位）
田口 学容
第 74 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 67 ㎏級（３位）
北脇
香
第 74 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 92 ㎏級（１位）
山際 航平
第 74 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 51 ㎏級（２位）
矢部 晴翔
第 74 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 65 ㎏級（２位）
鈴木 大樹
第 74 回国民体育大会レスリング競技 少年男子フリ
ースタイル 71 ㎏級（３位）
西田 衛人
第 74 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 80 ㎏級（３位）
横内
零
2019 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）
鈴木 翔大

第 74 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（３位）・カヤックシン
グル 500ｍ（２位）
佐藤 拓馬
第 74 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ペア 200ｍ（３位）・カナディ
アンペア 500ｍ（２位）
渡邊 舜太
第 74 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ペア 200ｍ（３位）・カナディ
アンペア 500ｍ（２位）
長田 順子
第 36 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）
岡部 福美
第 74 回国民体育大会グラウンド・ゴルフ競技 女子
個人ゲーム戦（１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
山梨県女子チーム
第 74 回国民体育大会柔道競技 女子団体（３位）
山梨学院大学男子ホッケー部
第 68 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 41 回女子全日本学生ホッケー選手権大会（１位）
山梨県チーム
第 74 回国民体育大会グラウンド・ゴルフ競技会（２
位）
○奨励賞
全国的競技大会入賞者 個人
八木野航平
第 42 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自由形 11～12 歳クラス（３位）
志村
海
2019 全日本ジュニア体操競技選手権大会 男子 B ク
ラス 鉄棒（１位）
天野 季一
第 14 回ジュニアグラウンド・ゴルフ発祥地大会
個人の部（１位）
○奨励賞団体
全国的競技大会入賞者 団体
山梨県北岳チーム
第 14 回ジュニアグラウンド・ゴルフ発祥地大会
団体の部（１位）

