
○体育功労者
市町村体育協会推薦
市村　　洋	 公益財団法人甲府市体育協会
斎城　和久	 公益財団法人甲府市体育協会
内藤　宗平	 公益財団法人甲府市体育協会
荒井　康博	 公益財団法人富士吉田体育協会
桑原　俊一	 公益財団法人富士吉田体育協会
羽田　　勉	 特定非営利活動法人都留市体育協会
矢野幸喜男	 特定非営利活動法人都留市体育協会
坂本　正秀	 山梨市体育協会
奥山　博文	 山梨市体育協会
高久　雪雄	 大月市体育協会
小池　文彦	 韮崎市体育協会
今福　秀和	 韮崎市体育協会
土橋　茂夫	 公益財団法人南アルプス市体育協会
清水　初美	 公益財団法人南アルプス市体育協会
小林　忠雄	 北杜市体育協会
中村　勝一	 北杜市体育協会
佐野　甫雄	 甲斐市体育協会
保坂　孝夫	 甲斐市体育協会
田中　貴文	 笛吹市体育協会
大川　淑夫	 笛吹市体育協会
白倉　光雄	 上野原市体育協会
青山　政幸	 甲州市体育協会
井口　俊和	 中央市体育協会
石原紀久美	 中央市体育協会
秋山　義宏	 富士川町体育協会
小林　三郎	 鳴沢村体育協会
杉本　秀明	 道志村体育協会
三浦　正博	 富士河口湖町体育協会

競技団体・学校体育団体推薦
上原　信雄	 一般財団法人山梨陸上競技協会
秋山　寿彦	 一般財団法人山梨陸上競技協会
小林　康行	 山梨県ソフトテニス連盟
海沼　春彦	 山梨県ソフトテニス連盟
小松　重貴	 一般社団法人山梨県サッカー協会
鰻池　春雄	 一般社団法人山梨県サッカー協会
羽田　春男	 山梨県野球連盟
上原　正之	 山梨県野球連盟
雨宮　惣一	 山梨県水泳連盟
角田　　忠	 山梨県卓球協会
大塚　康彦	 山梨県バレーボール協会
清水　義博	 山梨県バレーボール協会
古屋　文彦	 山梨県バスケットボール協会
望月　一良	 山梨県バスケットボール協会
古畑　麗子	 山梨県体操協会
上原　昭則	 山梨県山岳連盟
古守　泰典	 山梨県相撲連盟
小佐野真二	 NPO法人山梨県スキー連盟
加賀美紀雄	 山梨県スケート連盟
雨宮　一昭	 山梨県ラグビーフットボール協会
早川　誠司	 山梨県自転車競技連盟
古屋　浩幸	 山梨県ハンドボール協会
杉矢　正巳	 山梨県バドミントン協会
秋山　　勇	 山梨県ソフトボール協会

平成２7年度山梨県体育協会表彰受賞者（個人及び団体）
渡邉　貞治	 山梨県ソフトボール協会
芦澤　茂幸	 山梨県弓道連盟
戸島　信一	 山梨県柔道連盟
宮澤　正純	 山梨県柔道連盟
檜山宗太朗	 山梨県ボクシング連盟
藤沢　俊彰	 山梨県クレー射撃協会
中込　　茂	 山梨県野球協会
德良　一正	 山梨県剣道連盟
渡邊　　隆	 山梨県剣道連盟
小俣　義一	 山梨県ウエイトリフティング協会
富岡　信也	 山梨県テニス協会
神河　庄司	 山梨県テニス協会
窪川　正彦	 山梨県空手道連盟
五位塚　悟	 山梨県レスリング協会
坂本　　強	 山梨県ホッケー協会
増坪　重郎	 山梨県ゲートボール協会
青山千鶴子	 山梨県ゲートボール協会
島村　幸男	 山梨県ゴルフ連盟
内藤　高正	 山梨県少林寺拳法連盟
幡野恵美子	 山梨県バウンドテニス協会
佐野十三雄	 山梨県グラウンド・ゴルフ協会
笠原　幹雄	 山梨県ダンススポーツ連盟
樋口　　栄	 山梨県ﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会
鷹野　園枝	 山梨県エアロビック連盟
勝俣　和廣	 山梨県綱引連盟
板山　昌司	 山梨県躰道協会
鶴田　　誠	 山梨県高等学校体育連盟
文田　敏郎	 山梨県高等学校体育連盟
里吉　一郎	 山梨県小中学校体育連盟
北川　俊明	 山梨県小中学校体育連盟
麻場　一徳	 県体協事務局

○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１7回アジア競技大会水泳女子５０ｍ平泳ぎ（１位）・１００
ｍ平泳ぎ（４位）
酒井　志穂
　	第１7回アジア競技大会水泳女子４００ｍメドレーリレー（１
位）・１００ｍ背泳ぎ（４位）
菊池　彩花
　世界距離別選手権大会チームパシュート（１位）
岩下　　聖
　	第２7回ユニバーシアード冬季競技大会ショートトラック
競技男子５０００ｍリレー（４位）・第３7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１０００ｍ（３位）・
１５００ｍ（３位）
渡邊　昌紀
　第１7回アジア競技大会ラグビーフットボール競技（１位）
藤嶋　大規
　	第１7回アジア競技大会カヌー競技カヌースプリント男子
カヤックペア２００ｍ（１位）



公認の日本記録樹立
鈴木　聡美
　ジャパンオープン５０ｍ平泳ぎ（３０秒９7）

国民体育大会に連続５回入賞
江原　騎士
　第６５回大会から第６９回大会まで、５年連続入賞
持田龍之輔
　	第６５回大会から第６９回大会まで、５年連続入賞

○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
竹迫　麻澄
　	第９０回日本学生選手権水泳競技大会女子１００ｍ背泳ぎ（３
位）・第６９回国民体育大会水泳競技成年女子１００ｍ背泳ぎ
（２位）
松浦　由佳
　	第６９回国民体育大会水泳競技成年女子４００ｍ自由形（３
位）
山下　安輝
　	第９０回日本学生選手権水泳競技大会女子２００ｍ背泳ぎ（３
位）
押切美沙紀
　	第7０回国民体育大会スケート競技会成年女子１０００ｍ（１
位）・１５００ｍ（１位）
高山　梨沙
　	第7０回国民体育大会スケート競技会成年女子３０００ｍ（１
位）・１５００ｍ（３位）
澤田　芽依
　	第7０回国民体育大会スケート競技会成年女子５００ｍ（３
位）
石川　将之
　	第7０回国民体育大会冬季大会スケート競技会少年男子１５
００ｍ（１位）・第６４回全国高等学校スピードスケート競
技選手権大会男子１５００ｍ（１位）・１０００ｍ（３位）
宮嶋未奈美
　	第7０回国民体育大会冬季大会スケート競技会少年女子１０
００ｍ（１位）・１５００ｍ（３位）・第６４回全国高等学校スピー
ドスケート競技選手権大会女子１５００ｍ（２位）
飯島可奈子
　	第7０回国民体育大会冬季大会スケート競技会少年女子３０
００ｍ（３位）・第６４回全国高等学校スピードスケート競
技選手権大会女子３０００ｍ（２位）
北原　もえ
　	第7０回国民体育大会冬季大会スケート競技会少年女子５０
０ｍ（３位）
山浦　大明
　	第３7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　５００ｍ（３位）
加藤　圭太
　第５２回日本ラグビーフットボール選手権大会（１位）
有賀　　剛
　第５２回日本ラグビーフットボール選手権大会（２位）
窪田　　寛
　第５１回全国大学ラグビーフットボール選手権大会（２位）

内田　達大
　第４１回全日本大学選手権大会男子エイト（３位）
小佐野　柾哉
　	第４１回全日本大学選手権大会男子舵手なしペア（３位）・
第９２回全日本選手権大会男子舵手なしペア（３位）
奈良　友貴
　	第６１回全日本学生ライフル射撃選手権大会１０mS４０W（１
位）
青山　拓史
　	第６９回国民体育大会ライフル射撃競技少年男子
BRS６０JM（１位）
塩入　龍哉
　	第６９回国民体育大会ライフル射撃競技成年男子
１０mS６０M（３位）
中山　陽介
　	第7５回全日本ウエイトリフティング選手権大会６２kg級
スナッチ（２位）・６２kg級ジャーク（３位）・トータル（２
位）
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成年男子
６９kg級スナッチ（１位）・ジャーク（１位）・第7５回全
日本ウエイトリフティング選手権大会６９kg級スナッチ
（１位）・ジャーク（１位）・トータル（１位）
武井誠一郎
　	第６９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）・ジャーク（２位）
島袋　匡継
　	第６９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（３位）・ジャーク（３位）
雨宮　玄剛
　	第６９回国民体育大会ウエイトリフティング競技少年男子
９４kg級スナッチ（１位）・ジャーク（２位）
鬼山　直也
　	第６９回国民体育大会アーチェリー競技成年男子個人（２
位）
荒井　龍雅
　	平成２６年度第２８回全国男子中学生ウエイトリフティング
競技選手権大会９４kg級スナッチ（３位）・ジャーク（３
位）・トータル（３位）
藤田　美紀
　	平成２６年度第１３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６３kg級スナッチ（１位）・ジャーク（１
位）・トータル（１位）
白須かいり
　	平成２６年度第１３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４８kg級スナッチ（２位）・ジャーク（２
位）・トータル（２位）
大木　　格
　第４２回全日本空手道選手権大会男子形個人戦（３位）
倉谷　修平
　	第６９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7５kg級（３位）
文田健一郎
　	第６９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５９kg級（３位）
渡邊えみ里
　	第６９回国民体育大会カヌー競技女子カヌースプリントカ
ヤックシングル５００ｍ（１位）・２００ｍ（１位）



佐川　幸司
　	第６９回国民体育大会カヌー競技カヌーワイルドウォー
ター男子カヤックシングルスプリント２００ｍ（３位）
長田　順子
　	第３１回全日本武術太極拳選手権大会女子２４式太極拳Ａの
部（３位）

宇海　水稀
　	平成２7年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会第
４２回全国高等学校空手道選手権大会女子個人形（１位）

金森　誉之
　	平成２7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６２回全国高等学校ウエイトリ
フティング選手権大会９４ｋ級スナッチ（１位）・トータル（３
位）

野櫻　　廉
　	平成２7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６２回全国高等学校ウエイトリ
フティング選手権大会１０５ｋ級トータル・クリーン&ジャー
ク（２位）
遠山　翔也
　	平成２7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６２回全国高等学校ウエイトリ
フティング選手権大会１０５ｋ級スナッチ（３位）
山本　恭介
　	平成２7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６２回全国高等学校ウエイトリ
フティング選手権大会６２kg級クリーン&ジャーク（２位）
奥脇　開斗
　	平成２7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６２回全国高等学校ウエイトリ
フティング選手権大会８５kg級トータル・スナッチ・クリー
ン&ジャーク（３位）
島田　美穂
　	平成２7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６８回全国高等学校陸上競技対校選手権大会女子
３０００m（２位）

渡邊　花穂
　	平成２7年度全国高等学校総合体育大会ボート競技大会第
６３回全日本高等学校選手権競漕大会女子シングルスカル
（３位）
三浦　伊織
　	平成２7年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会第
３１回全国高等学校カヌー選手権大会カヌースプリントカ
ヤックシングル５００ｍ（１位）・２００ｍ（１位）
舟久保遥香
　	平成２7年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会第６４
回全国高等学校柔道大会５7kg級（１位）
新川　百音
　	第１7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４８kg級スナッチ（２位）・トータル（２位）

前田あすか
　	第１7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６３kg級ジャーク（２位）・トータル（３位）
梶田　　凪
　	平成２7年度全国中学校体育大会第４６回全国中学校体操競
技選手権大会女子個人総合（２位）・種目別段違い平行
棒（１位）・種目別跳馬（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
山梨県バスケットボール競技国体成年女子チーム
　	第６９回国民体育大会バスケットボール競技成年女子（２
位）
山梨県スケート競技国体成年女子２０００ｍリレーチーム
　	第7０回国民体育大会冬季大会スケート競技会成年女子２０
００ｍリレー（１位）
山梨県スケート競技国体少年女子２０００ｍリレーチーム
　	第7０回国民体育大会冬季大会スケート競技会少年女子２０
００ｍリレー（２位）
山梨学院大学附属高校女子フィギュアチーム
　	平成２６年度全国高等学校総合体育大会第６４回全国高等学
校スケート競技選手権大会フィギュア競技・女子学校別
総合（２位）
山梨学院大学男子５０００ｍリレーチーム
　	第３7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５０００ｍリレー（１位）
帝京第三高校女子スケート部
　	平成２６年度全国高等学校総合体育大会第６４回全国高等学
校スケート競技選手権大会スピード競技女子学校別総合
（２位）
山梨県ラグビーフットボール競技国体成年男子チーム
　	第６９回国民体育大会ラグビーフットボール競技成年男子
（３位）
山梨県ウエイトリフティング競技国体チーム
　第６９回国民体育大会ウエイトリフティング競技（２位）
山梨県テニス競技国体成年女子チーム
　第６９回国民体育大会テニス競技成年女子（１位）
山梨県アーチェリー競技国体少年女子チーム
　	第６９回国民体育大会アーチェリー競技少年女子団体（１
位）
山梨学院大学女子ホッケー部
　第３６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２7回全国グラウンド・ゴルフ交歓大会（１位）
日本航空高等学校空手道部学校対抗チーム
　	平成２7年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会第
４２回全国高等学校空手道選手権大会女子学校対抗（１位）
日本航空高等学校空手道部団体組手チーム
　	平成２7年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会第
４２回全国高等学校空手道選手権大会女子団体組手（１位）
山梨学院大学附属高等学校ホッケー部チーム
　	平成２7年度全国高等学校総合体育大会ホッケー競技大会
男子第7８回全国高等学校ホッケー選手権大会（３位）
城南中学校体操部
　	平成２7年度全国中学校体育大会第４６回全国中学校体操競
技選手権大会女子団体（２位）

○優秀指導者
アジア大会、ユニバーシアード大会出場　指導者
三好　　勲
　	ユニバーシアード大会アディショルオフィシャルテニ
ス・コーチ（２０１１シンセン、２０１３カゼン、２０１５光州）



○奨励賞
全国的競技大会入賞者　個人
横内　美海
　	第１５回全国小学生ABCバドミントン大会女子Aグループ
（３位）
山口　聖也
　	第１４回全日本少年少女空手道選手権大会６年生男子組手
（５位）
小沢　光希
　	第１４回全日本少年少女空手道選手権大会５年生男子形
（５位）
志村　珠妃
　	第１４回全日本少年少女空手道選手権大会６年生女子形
（５位）
浅川　飛翔
　	第１９回全国少年少女選抜レスリング選手権大会６年生男
子３６kg級（３位）
五味　音々
　	平成２６年度第３１回全国少年少女レスリング選手権大会小
学生の部６年生女子３３kg級（２位）・第１９回全国少年少
女選抜レスリング選手権大会６年生女子３６kg級（３位）
五味　虹登
　	第１９回全国少年少女選抜レスリング選手権大会５年生男
子３０kg級（２位）
清水　豪之晟
　	平成２６年度第３１回全国少年少女レスリング選手権大会小
学生の部５年生３６kg級（３位）
小澤　楽翔
　	平成２６年度第３１回全国少年少女レスリング選手権大会小

学生の部５年生３９kg級（３位）・第１９回全国少年少女選
抜レスリング選手権大会５年生男子４５kg級（２位）
木次　瑠弥
　	第９回ジュニア・グラウンド・ゴルフ発祥地大会個人の
部（１位）
輿石　大地
　	第９回ジュニア・グラウンド・ゴルフ発祥地大会個人の
部（４位）
来城　遼平
　	第７回田邊杯争奪戦大会兼世界選手権大会日本代表選考
会楯小太刀１級～１０級（３位）
佐藤　　颯
　	第７回田邊杯争奪戦大会兼世界選手権大会日本代表選考
会小太刀６級～１０級（２位）
橘田　　翔
　	２０１４オールキッズトライアスロン大会小学６年生男子
（１位）
大澤菜々穂
　	２０１４オールキッズトライアスロン大会小学６年生女子
（３位）

全国的競技大会入賞者　団体
山梨さくらんぼチーム
　	第９回ジュニア・グラウンド・ゴルフ発祥地大会団体の
部（１位）
山梨すももチーム
　	第９回ジュニア・グラウンド・ゴルフ発祥地大会団体の
部（３位）


