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○体育功労者
市町村体育・スポーツ協会推薦
土屋　紘邦 公益財団法人甲府市スポーツ協会
矢﨑　徳雄 公益財団法人甲府市スポーツ協会
小笠原利広 公益財団法人甲府市スポーツ協会
髙山　憲治 公益財団法人富士吉田スポーツ協会
秋山　政人 公益財団法人富士吉田スポーツ協会
木村　光男 特定非営利活動法人都留市スポーツ協会
髙部　福男 特定非営利活動法人都留市スポーツ協会
山本　治行 山梨市スポーツ協会
小笠原政宏 山梨市スポーツ協会
和智　悦郎 大月市スポーツ協会
小笠原郁男 韮崎市体育協会
金丸ミツ子 公益財団法人南アルプス市スポーツ協会
古屋　芳雄 公益財団法人南アルプス市スポーツ協会
三井　一男 北杜市スポーツ協会
長坂　祐光 北杜市スポーツ協会
小尾　和彦 甲斐市スポーツ協会
山田　清一 甲斐市スポーツ協会

（故）椛澤好市郎 笛吹市スポーツ協会
大須賀清一 笛吹市スポーツ協会
清水　一明 上野原市スポーツ協会
中山　　林 甲州市スポーツ協会
窪田　　健 市川三郷町スポーツ協会
佐野　光人 昭和町スポーツ協会
羽田　達彦 山中湖村スポーツ協会
井出　雪恵 富士河口湖町スポーツ協会

（故）梶原尚万 富士河口湖町スポーツ協会

加盟競技団体・学校体育団体推薦
渡邊　　久 一般財団法人山梨陸上競技協会
鈴木　久雄 一般財団法人山梨陸上競技協会
太田　郁生 山梨県ソフトテニス連盟
石原　幸周 一般社団法人山梨県サッカー協会
島口　智行 一般社団法人山梨県サッカー協会
渡辺　健二 山梨県野球連盟
浅沼　和彦 山梨県野球連盟
堀内　光城 一般社団法人山梨県水泳連盟
田坂　悦子 一般社団法人山梨県卓球協会
山本　成利 山梨県バレーボール協会
宮下喜久恵 山梨県バレーボール協会
中山　充徳 一般社団法人山梨県バスケットボール協会
飯島　清樹 一般社団法人山梨県バスケットボール協会
相羽　英子 山梨県体操協会

令和４年度山梨県体育協会表彰受賞者（個人及び団体）
金丸　祐司 山梨県山岳連盟
渡邊　哲也 山梨県相撲連盟
山本　英治 特定非営利活動法人山梨県スキー連盟
岩波　信司 山梨県スケート連盟
小川　弘一 山梨県ラグビーフットボール協会
初鹿野　仁 山梨県ハンドボール協会
輿石　　努 山梨県バドミントン協会
深澤　一幸 山梨県ソフトボール協会
鈴木　澄雄 山梨県ソフトボール協会
望月　孝美 山梨県弓道連盟
飯塚　雄之 山梨県柔道連盟
戸島　礼子 山梨県柔道連盟
齋藤　武勝 山梨県クレー射撃協会
三枝　美樹 JABA山梨県野球協会
小川　忠彦 山梨県剣道連盟
山口　明生 山梨県剣道連盟
白壁　　明 山梨県ボート協会
岡　　英幸 山梨県セーリング連盟
岡部　伸二 山梨県ウエイトリフティング協会
五味　泰彦 山梨県テニス協会
田中　　桂 山梨県空手道連盟
武井　英彦 山梨県銃剣道連盟
坡場　　徹 山梨県ホッケー協会
嶋津　榮男 山梨県ゴルフ連盟
依田　誠司 山梨県少林寺拳法連盟
薬袋　文子 山梨県武術太極拳連盟
倉鹿野玄一 山梨県バウンドテニス協会
花形　正善 山梨県グラウンド・ゴルフ協会
松原　　隆 山梨県ダンススポーツ連盟
滝口　明夫 山梨県ターゲットバードゴルフ協会
小林　公男 山梨県綱引連盟
大柴　保彦 山梨県雪合戦連盟
宮川　規男 山梨県キックボクシング協会
在原　綱樹 山梨県高等学校体育連盟
小尾　美雄 山梨県高等学校体育連盟
志村　雅巳 山梨県小中学校体育連盟
上田　直人 山梨県小中学校体育連盟
須藤　　一 県スポーツ協会事務局推薦
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○特別優秀選手
オリンピック大会に出場した者、又は団体
菊池　純礼

第２４回オリンピック冬季競技大会　スケート競技ショー
トトラック

押切美紗紀
第２４回オリンピック冬季競技大会　スケート競技スピー
ドスケート

小山　玲弥
第２４回オリンピック冬季競技大会　女子アイスホッケー
競技

公認の日本記録若しくは公認の世界記録を樹立した者、
又は団体
持田龍之輔

令和４年度第８２回全日本ウエイトリフティング選手権大
会　10２kg級　スナッチ175kg（日本新記録）・クリーン
＆ジャーク２10kg（１位）・トータル3８5kg（日本新記録）
令和３年度第８1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（１位）・クリーン＆ジャーク（１
位）・トータル（１位）

○優秀選手
個人（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）
内田かりん

第６3回日本選手権（２5ｍ）水泳競技大会　女子２00ｍバ
タフライ（2位）・女子100ｍバタフライ（2位）

鈴木　聡美
第９８回日本選手権水泳競技大会　女子50ｍ平泳ぎ（１
位）・女子２00ｍ平泳ぎ（３位）

江原　騎士
第９８回日本選手権水泳競技大会　男子４00ｍ自由形（３
位）

田中　大貴
第９7回日本学生選手権水泳競技大会　男子100ｍバタフ
ライ（１位）・男子２00ｍバタフライ（2位）

山名　里奈
第４４回全日本ショートトラックスピードスケート選手権
大会　女子総合（１位）・女子1500ｍ（１位）・女子1000
ｍ（１位）・女子3000ｍスーパーファイナル（３位）
第77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1000ｍ（１位）

酒井　寧子
第77回国民体育大会冬季大会スケート競技会　スピード
スケート競技　成年女子1500ｍ（１位）・成年女子3000
ｍ（１位）

小野寺優奈
第77回国民体育大会冬季大会スケート競技会　スピード
スケート競技　成年女子1000ｍ（１位）・成年女子1500
ｍ（３位）

飯沼　　蓮
第5８回全国大学ラグビーフットボール選手権大会（2位）

山本　哲央
第９0回全日本自転車競技選手権大会トラックレース　　
男子30kmマディソン（１位）・男子ポイントレース（３
位）

塘　　雄太
第９９回全日本選手権大会兼第４８回全日本大学選手権　男
子フォア（１位）

永井　嵩士
第９９回全日本選手権大会兼第４８回全日本大学選手権　男
子フォア（2位）

渡邊　花穂
第100回全日本選手権大会　女子ダブルスカル（2位）

清水　彩夏
第100回全日本選手権大会　女子ダブルスカル（３位）

笠井　武広
令和３年度第８1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）・クリーン＆ジャーク（１位）・
トータル（１位）
令和４年度第８２回全日本ウエイトリフティング選手権大
会　73kg級スナッチ（３位）

梶原　健成
令和３年度第８1回全日本ウエイトリフティング選手権大会
55kg級クリーン＆ジャーク（１位）・トータル（３位）

滝口　大翔
令和３年度第８1回全日本ウエイトリフティング選手権大会
10２kg級スナッチ（３位）・クリーン＆ジャーク（３位）・
トータル（３位）

平塚　麗桜
令和３年度第２0回全国女子中学生ウエイトリフティング
選手権大会　４5kg級スナッチ（３位）・トータル（３位）

佐藤　日路
令和４年度第3６回全日本女子ウエイトリフティング選手
権大会　４5kg級スナッチ（2位）・クリーン＆ジャーク

（１位）・トータル（2位）
佐野香太朗

令和４年度第８２回全日本ウエイトリフティング選手権大
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会　６1kg級スナッチ（３位）
澤登健太郎

令和４年度第８２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（３位）

大内美里沙
第４９回全日本空手道選手権大会　女子形個人（2位）

杉本　りさ
第４９回全日本空手道選手権大会　女子組手個人（３位）

榊　　流斗
令和３年度全日本レスリング選手権大会　フリースタイ
ル６1kg級（１位）

安楽　龍馬
令和３年度全日本レスリング選手権大会　フリースタイ
ル６5kg級（2位）

木下　貴輪
令和３年度全日本レスリング選手権大会　フリースタイ
ル7４kg級（2位）

佐藤　匡記
令和３年度全日本レスリング選手権大会　フリースタイ
ル7４kg級（３位）

大津　拓馬
令和３年度全日本レスリング選手権大会　フリースタイ
ル９２kg級（2位）

稲葉　海人
令和３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（2位）

佐野　暁亮
JOCジュニアオリンピックカップ令和３年度全国中学生
カヌー大会　スプリント500mＫ－１（３位）

馬淵　嘉人
JOCジュニアオリンピックカップ令和３年度全国中学生
カヌー大会　スプリント500mＣ－2（１位）

仲沢　　和
JOCジュニアオリンピックカップ令和３年度全国中学生
カヌー大会　スプリント500mＣ－１（2位）・Ｃ－2（１
位）

川崎　愛乃
令和４年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会　第
71回全国高等学校柔道大会　女子7８kg級（１位）

山本　海蘭
令和４年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会　第
71回全国高等学校柔道大会　女子7８kg超級（１位）

髙草　公佑
令和４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６９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６7kg級スナッチ

（１位）・クリーン＆ジャーク（2位）・トータル（2位）
望月　浩樹

令和４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６９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10２kg級スナッチ

（３位）・クリーン＆ジャーク（１位）・トータル （１位）
大久保　藍

令和４年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会　第
71回全国高等学校柔道大会　女子5２㎏級（2位）

夏目　航輔
令和４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６９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８1kg級クリーン
＆ジャーク（2位）・トータル（３位）

川口　愛翔
令和４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６９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９６kg級スナッチ 

（2位）
雨宮　　冴

令和４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２４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55kg級クリーン＆
ジャーク（2位）・トータル（３位）

竹澤　薫子
令和４年度全国高等学校総合体育大会体操競技大会 兼 
全国高等学校体操競技　女子ゆか（３位）

甲斐　孝広
令和４年度全国高等学校総合体育大会フェンシング競技
大会　第６８回全国高等学校フェンシング選手権大会　男
子エペ　（３位）

天野　隆星
令和４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６９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８1kg級スナッチ

（３位）
荻原　　遼

令和４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２４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６４kg級スナッチ（３位）・
クリーン＆ジャーク（３位）・トータル（３位）

加藤　大誠
令和４年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会　
第４９回全国高等学校空手道選手権大会　男子個人形（３
位）
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瀬沼奈々子
令和４年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会　
第４９回全国高等学校空手道選手権大会　女子個人組手

（３位）
佐藤　琴美

令和４年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会　
第４９回全国高等学校空手道選手権大会　女子個人形（３
位）

島袋希理留
令和４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６９回全国高等学校レスリング選手権
大会 　男子８0kg級（３位）

中沢　遥希
令和４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６９回全国高等学校レスリング選手権
大会　男子1２5kg級（３位）

倉澤　幹拡
第57回全国高等学校定時制通信制陸上大会　100ｍ（１
位）・２00ｍ（１位）

八木野航平
令和４年度全国中学校体育大会　第６２回全国中学校水泳
競技大会　男子100ｍバタフライ（１位）・男子50ｍ自由
形（2位）

天野　莉子
令和４年度全国中学校体育大会　第53回全国中学校ソフ
トテニス大会　女子個人戦（2位）

仙澤　叶夢 
令和４年度全国中学校体育大会　第53回全国中学校ソフ
トテニス大会　女子個人戦（2位）

勝又　美涼
令和４年度全国中学校体育大会　第53回全国中学校柔道
大会　女子70kg級（３位）

○優秀団体
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）
山梨学院大学女子サッカー部

第30回全日本大学女子サッカー選手権大会（３位）
山梨県スピードスケート成年女子チーム

第77回国民体育大会冬季大会スケート競技会　スピード
スケート競技成年女子２000ｍリレー（１位）

山梨県スケートショートトラック成年女子チーム
第77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（１位）

日本航空高校附属中学空手道部
第２９回全国中学生空手道選手権大会　男子団体組手（３
位）

山梨学院大学男子ホッケー部
第９5回全日本男子ホッケー選手権大会（2位）

山梨学院大学女子ホッケー部
第４3回女子全日本学生ホッケー選手権大会（３位）

富士学苑高等学校女子柔道部
令和４年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会　第
71回全国高等学校柔道大会（１位）

山梨学院高等学校女子ソフトボール部
令和４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7４回全日本高等学校女子ソフトボール選手権大
会（2位）

日本航空高等学校女子サッカー部
令和４年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会
　女子（３位）

駿台甲府高等学校ハンドボール部
令和４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73回全日本高等学校ハンドボール
選手権大会（３位）

○奨励賞
全国的競技大会入賞者　個人
坂本　麻緒

第４４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平泳ぎ　10歳以下（7位） 

吉田　莉歩
第２1回全日本少年少女空手道選手権大会　４年女子形

（5位）
茂手木海生

第２1回全日本少年少女空手道選手権大会　４年男子組手
（5位）

中上　　航
令和３年度第3８回全国少年少女レスリング選手権大会　
5年生男子４６kg級（2位）

上原　朱座
令和３年度全国少年少女カヌー大会　フラットスラロー
ム男子（３位）


