
令和３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 

山本とし子 公益財団法人甲府市スポーツ協会 

長田 輝子 公益財団法人甲府市スポーツ協会 

坂本 信康 公益財団法人甲府市スポーツ協会 

渡邊 隆男 公益財団法人富士吉田スポーツ協会 

小俣八寿男 公益財団法人富士吉田スポーツ協会 

藤江 英司 特定非営利活動法人都留市スポーツ協会 

井上 和彦 特定非営利活動法人都留市スポーツ協会  

藤原 孝信 山梨市スポーツ協会 

鶴田 一郎 山梨市スポーツ協会 

小川 一男 韮崎市体育協会 

三浦 明美 韮崎市体育協会 

小池 直己 公益財団法人南アルプス市スポーツ協会 

久保田松幸 公益財団法人南アルプス市スポーツ協会 

原 かつみ 北杜市スポーツ協会 

細田 信克 北杜市スポーツ協会 

石原 重榮 甲斐市スポーツ協会 

末木 真悟 甲斐市スポーツ協会 

里吉 有廣 笛吹市スポーツ協会 

久保田一男 笛吹市スポーツ協会 

織田 博司 上野原市スポーツ協会 

中村 勝久 甲州市スポーツ協会 

今澤 茂則 甲州市スポーツ協会 

杉田 宗利 富士川町スポーツ協会 

渡辺まさ子 富士河口湖町スポーツ協会 

 

 

競技団体・学校体育団体推薦 

渡辺  保 一般財団法人山梨陸上競技協会 

志村 文夫 一般財団法人山梨陸上競技協会 

内田  淳 山梨県ソフトテニス連盟 

風間  勝 一般社団法人山梨県サッカー協会 

有泉  透 一般社団法人山梨県サッカー協会 

広瀬 正幸 山梨県野球連盟 

羽賀 勝之 山梨県野球連盟 

中山 文仁 山梨県水泳連盟 

中田はるみ 一般社団法人山梨県卓球協会 

加藤 秀樹 山梨県バレーボール協会 

大澤 正弘 山梨県バレーボール協会 

逆瀬川慶文 一般社団法人山梨県バスケットボール協会 

山本  裕 一般社団法人山梨県バスケットボール協会 

萩原 長人 山梨県体操協会 

渡辺真二郎 山梨県山岳連盟 

堀内 竜也 山梨県相撲連盟 

鈴木 正輝 特定非営利活動法人山梨県スキー連盟 

高村 高夫 山梨県スケート連盟 

新谷 時男 山梨県ラグビーフットボール協会 

勝俣  誠 山梨県自転車競技連盟 

八田 政久 山梨県ハンドボール協会 

宮  健次 山梨県バドミントン協会 

清水  洋 山梨県ソフトボール協会 

 

志村 純子 山梨県ソフトボール協会 

上野 捷利 山梨県弓道連盟 

米山 吟子 山梨県柔道連盟 

雨宮  純 山梨県柔道連盟 

内藤  治 山梨県クレー射撃協会 

鈴木 睦明 ＪＡＢＡ山梨県野球協会 

木口 国重 山梨県剣道連盟 

遠山 康男 山梨県剣道連盟 

萱沼 俊光 山梨県ボート協会 

米沢 敬三 山梨県セーリング連盟 

小泉 秀一 山梨県ウエイトリフティング協会 

遠山 美砂 山梨県テニス協会 

保坂  積 山梨県テニス協会 

樋川 光司 山梨県空手道連盟 

向山 孝元 山梨県銃剣道連盟 

都築 和久 山梨県カヌー協会 

丸山 君江 山梨県ゴルフ連盟 

長谷川光男 山梨県武術太極拳連盟 

功刀 真弓 山梨県バウンドテニス協会 

三浦 義成 山梨県ダンススポーツ連盟 

植松  広 山梨県綱引連盟 

古田 厚司 山梨県高等学校体育連盟 

丸山  孝 山梨県高等学校体育連盟 

樋川 君子 山梨県小中学校体育連盟 

河西美代司 山梨県小中学校体育連盟 

辻  知恵 県スポーツ協会事務局推薦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

○特別優秀選手 

オリンピック大会に出場した者、または団体 

平野 美宇  

第 32回オリンピック競技大会卓球競技 女子団体

（２位） 

文田 健一郎 

第 32回オリンピック競技大会レスリング競技 グレコ

ローマンスタイル 60㎏級（２位） 

令和２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 60㎏級（１位） 

高橋 侑希 

 第 32回オリンピック競技大会レスリング競技 フリー

スタイル 57㎏級  

令和２年度全日本レスリング選手権大会 フリースタ

イル 57㎏級（１位） 

乙黒 圭祐 

 第 32回オリンピック競技大会レスリング競技 フリー

スタイル 74㎏級 

乙黒 拓斗 

 第 32回オリンピック競技大会レスリング競技 フリー

スタイル 65㎏級（１位） 

藤嶋 大規 

 第 32回オリンピック競技大会カヌー競技 スプリント

男子カヤックフォア 

ニナー 賢治 

 第 32回オリンピック競技大会トライアスロン競技 

公認の日本記録を樹立 

持田 龍之輔  

令和２年度第 80回全日本ウエイトリフティング選手

権大会 109㎏級スナッチ 179㎏ クリーン＆ジャーク 

222㎏ トータル 401㎏ 日本新記録  

2021コロンビアオープンシニア選手権大会 109㎏級

スナッチ 180㎏ 日本新記録 

 

○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     

鈴木 聡美  

第 96回日本選手権水泳競技大会 女子 100ｍ平泳ぎ

（３位） 

第 97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（３位） 

内田 かりん  

第 62回日本選手権（25ｍ）水泳競技大会 女子 200ｍ

バタフライ（１位）女子 100ｍバタフライ（３位） 

第 96回日本選手権水泳競技大会 女子 200ｍバタフラ

イ（３位） 

第 96回日本学生選手権水泳競技大会 女子 100ｍバタ

フライ（２位）女子 200ｍバタフライ（３位） 

 

 

 

 

 

平田 美幸  

第 62回日本選手権（25ｍ）水泳競技大会 女子 200ｍ

バタフライ（３位） 

菊池 純礼 

 第 76回国民体育大会冬季大会スケート競技 ショート

トラック競技成年女子 500ｍ（１位） 成年女子 1000

ｍ（２位） 

渡邊 花穂  

第 98回全日本選手権大会女子ダブルスカル（３位） 

永井 嵩士  

第 47回全日本大学選手権大会 男子蛇手付きフォア

（１位）     

小野 祐樹  

第 47回全日本大学選手権大会 男子蛇手付きフォア

（１位）     

笠井 武広  

令和２年度第 80回全日本ウエイトリフティング選手

権大会 81㎏級スナッチ（１位）クリーン＆ジャーク

（３位）トータル（２位） 

木下 貴輪  

令和２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） 

安楽 龍馬  

令和２年度全日本レスリング選手権大会 フリースタ

イル 65㎏級（２位）     

稲葉 海人  

令和２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 60㎏級（３位）   

渡邉 えみ里  

令和２年度ＳＵＢＡＲＵ日本カヌースプリント選手権

大会 女子カヤックシングル 1000ｍ（１位）  

小森 直吏  

令和３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 74回全国高等学校陸上競技対校選手権

大会 男子砲丸投（１位） 

杉山 凜  

令和３年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会 

第 70回全国高等学校柔道大会 女子 63㎏級（３位） 

梶原 健成  

令和３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 68回全国高等学校ウ

エイトリフティング競技選手権大会男子 55kg級 スナ

ッチ（３位）クリーン＆ジャーク（１位）トータル

（１位） 

有賀 友香  

令和３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 第 23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 女子 71kg級 クリーン 

＆ジャーク（２位） 

 



 

 

渡邊 舜太  

令和３年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会 

第 37回全国高等学校カヌー選手権大会 スプリントカ

ナディアンシングル 200ｍ（２位） 

松本 薫弥  

令和３年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会 

第 37回全国高等学校カヌー選手権大会 スプリントカ

ヤックシングル 200ｍ（３位） 

小澤 楽翔  

令和３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 68回全国高等学校レスリング選

手権大会 55kg級（３位） 

五味 虹登  

令和３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 68回全国高等学校レスリング選

手権大会 60kg級（２位） 

矢ヶ崎 来瞳  

第 56回全国高等学校定時制通信制陸上大会 200ｍ 

（１位）100ｍ（１位）                                       

小林 弘樹  

令和３年度全国高等学校定時制通信制体育大会 第 56

回自転車競技大会 1000ｍタイムトライアル（２位）                              

中川 耀太  

令和３年度全国中学校体育大会 第 52回全国中学校

体操競技選手権大会 男子個人総合（２位）男子種目

別ゆか（３位）     

山寺 健太  

令和３年度全国中学校体育大会 第 52回全国中学校

体操競技選手権大会 男子種目別鉄棒（２位） 

有井 謙成  

令和３年度全国中学校体育大会 第 48回全日本中学

校陸上競技選手権大会 男子共通２００ｍ（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 

山梨県ショートトラック 成年女子チーム  

第 76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）  

山梨県ショートトラック 成年男子チーム  

第 76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男子 5000ｍリレー（３位） 

山梨学院大学女子 ホッケー部 

 第 42回女子全日本学生ホッケー選手権大会（２位） 

駿台甲府高等学校 ハンドボール部 

 令和３年度全国高等学校総合体育大会ハンドボール競

技大会 高松宮記念杯第 72回全日本高等学校ハンド

ボール選手権大会（３位） 

 

 

 

 

山梨学院高等学校 ソフトボール部 

令和３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 73回全日本高等学校女子ソフトボール選

手権大会（１位） 

巨摩高等学校 弓道部 

 令和３年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会 

第 66回全国高等学校弓道大会（３位） 

甲府工業高等学校定時制 自転車部 

 令和３年度全国高等学校定時制通信制体育大会 第 56

回自転車競技大会 チームスプリント（３位） 

城南中学校 男子体操部 

令和３年度全国中学校体育大会 第 52回全国中学校

体操競技選手権大会 男子団体総合（２位） 

   

〇特別優秀指導者 

オリンピック大会、競技別世界選手権大会出場指導者 

樋口 大樹  

第 32回オリンピック競技大会空手競技  

女子組手コーチ  

小幡 邦彦  

第 32回オリンピック競技大会レスリング競技  

コーチ 

SHEAHAN John Partrick  

第 32回オリンピック競技大会ホッケー競技  

女子コーチ 

塩澤 寛治  

第 32回オリンピック競技大会カヌー競技  

チームリーダー(総務監督）   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


