
○体育功労者
市町村体育協会推薦
松井　国昭	 公益財団法人甲府市体育協会
望月三千雄	 公益財団法人甲府市体育協会
山田　純子	 公益財団法人甲府市体育協会
小林良一郎	 公益財団法人富士吉田体育協会
加々美重明	 公益財団法人富士吉田体育協会
樋口　博昭	 特定非営利活動法人都留市体育協会
荻窪　　守	 特定非営利活動法人都留市体育協会
藤原　久雄	 山梨市体育協会
窪川　秀一	 山梨市体育協会
伊藤　征夫	 大月市体育協会
菊島　　優	 韮崎市体育協会
飯野　昌夫	 韮崎市体育協会
塚原　仁志	 公益財団法人南アルプス市体育協会
野呂瀨　修	 公益財団法人南アルプス市体育協会
坂本　治年	 北杜市体育協会
篠原　隆美	 北杜市体育協会
大森ひろみ	 甲斐市体育協会
田辺　泰明	 甲斐市体育協会
古屋　純子	 笛吹市体育協会
武田　光男	 笛吹市体育協会
織田　隆義	 上野原市体育協会
佐藤　富晴	 甲州市体育協会
田邉　友宏	 甲州市体育協会
渡邉　正明	 中央市体育協会
雨宮　俊夫	 富士川町体育協会
松浦　信幸	 富士河口湖町体育協会

競技団体・学校体育団体推薦
二宮　　進	 一般財団法人山梨陸上競技協会
半田　昌一	 一般財団法人山梨陸上競技協会
藤本　克己	 山梨県ソフトテニス連盟
繪上　　浩	 山梨県ソフトテニス連盟
上野　幸男	 一般社団法人山梨県サッカー協会
田辺　裕造	 一般社団法人山梨県サッカー協会
河西　和雄	 山梨県野球連盟
浅川　義彦	 山梨県野球連盟
岩澤　文男	 山梨県水泳連盟
米山富士雄	 山梨県卓球協会
清水　政文	 山梨県バレーボール協会
北村　公利	 山梨県バレーボール協会
渡辺　　茂	 一般社団法人山梨県バスケットボール協会
益田　文仁	 一般社団法人山梨県バスケットボール協会
猪股　利紀	 山梨県体操協会
舟久保元孝	 山梨県山岳連盟
岡　　淳一	 山梨県相撲連盟
利根川　昇	 特定非営利活動法人山梨県スキー連盟
鷹左右　誠	 山梨県スケート連盟
柿澤　喜英	 山梨県ラグビーフットボール協会
前嶋　　完	 山梨県自転車競技連盟
矢澤恵美子	 山梨県ハンドボール協会
中山　宗彦	 山梨県バドミントン協会
加山　大洋	 山梨県ソフトボール協会
金山　孝司	 山梨県ソフトボール協会
市川　　明	 山梨県弓道連盟
近浦　研一	 山梨県柔道連盟

平成２9年度山梨県体育協会表彰受賞者（個人及び団体）
皆川　直弘	 山梨県柔道連盟
小石澤重人	 山梨県野球協会
平野　　猛	 山梨県剣道連盟
渡邉　正弘	 山梨県剣道連盟
大石　直樹	 山梨県ボート協会
藤原　健一	 山梨県ライフル射撃協会
渡邉　浩幸	 山梨県ウエイトリフティング協会
牛山　　亨	 山梨県テニス協会
細田　和哉	 山梨県空手道連盟
羽田由貴子	 山梨県なぎなた連盟
小早川幸夫	 山梨県ホッケー協会
堀内　安子	 山梨県ゲートボール協会
米山　潤護	 山梨県ゲートボール協会
丹澤　良次	 山梨県ゴルフ連盟
望月　一夫	 山梨県バウンドテニス協会
加藤　昭夫	 山梨県グラウンド・ゴルフ協会
山崎　幸明	 山梨県ダンススポーツ連盟
依田　正敏	 山梨県ターケ ッ゙ト・バードゴルフ協会
齋藤　晴美	 山梨県エアロビック連盟
中村　　実	 山梨県スポーツチャンバラ協会
安田紀久雄	 山梨県高等学校体育連盟
前田　裕孝	 山梨県高等学校体育連盟
山本　文丸	 山梨県小中学校体育連盟
石川　君男	 山梨県小中学校体育連盟
藤原　三郎	 公益財団法人山梨県体育協会

○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
神野愼之助
　		第８回アジア冬季大会スノーボード競技会男子大回転競
技（3位）
鈴木　湧也
　		第８回アジア冬季大会スノーボード競技会男子回転競技
（2位）・第２３回全日本スキー選手権スノーボード競技パ
ラレルジャイアントスラローム（2位）	
押切美沙紀
　		第８回アジア冬季大会スケート競技女子団体追い抜き
（1位）・女子1500ｍ（3位）
中野あやめ
　		第２８回ユニバーシアード冬季競技大会スケート競技
ショートトラック女子1000ｍ（3位）・第７２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女子1000ｍ
（3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9３回日本選手権水泳競技大会50ｍ平泳ぎ（３0’’６６）日
本新記録
江原　騎士
　		埼玉県室内選手権４00ｍ自由形（３’３８’’01）	短水路	日本
新記録
持田龍之輔
　		第７７回全日本ウエイトリフティング選手権大会105kg級
クリーン&ジャーク（２1６kg）日本新記録
　	第７1回国民体育大会ウエイトリフティング競技成年男子
105kg級スナッチ（1位）・105kg級クリーン&ジャーク



（1位）・第７７回全日本ウエイトリフティング選手権大会
105kg級スナッチ（1位）・105kg級クリーン&ジャーク
（2位）・105kg級トータル（1位）

国民体育大会に連続５回入賞
江原　騎士
　		第６７回国民体育大会水泳競技成年男子４00ｍ自由形（5
位）・第６８回国民体育大会水泳競技成年男子４00ｍ自由形
（4位）・第６9回国民体育大会水泳競技成年男子４00ｍ自
由形（2位）・100ｍ自由形（6位）・第７0回国民体育大
会水泳競技成年男子４00ｍ自由形（1位）・第７1回国民体
育大会水泳競技成年男子４00ｍ自由形（1位）・100ｍ自
由形（3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
横森　友朗
　	第７1回国民体育大会陸上競技少年男子共通三段跳び（3
位）
剣持クリア
　第101回日本陸上競技選手権大会女子三段跳び（2位）
小笠原朱里
　第101回日本陸上競技選手権大会女子5000ｍ（3位）
藤原　颯大
　第７２回国民体育大会冬季大会スキー競技成年男子Ａジャ
イアントスラローム（3位）
塩川　弦太
　	第７1回国民体育大会冬季大会スケート競技会ショートト
ラック少年男子1000ｍ（1位）
田中　冴実
　	第７1回国民体育大会冬季大会スケート競技会ショートト
ラック少年女子500ｍ（3位）
武山　晃輔
　	第７1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）
依田　翔大
　	第７1回国民体育大会自転車競技少年男子スクラッチ（3
位）
正満　孝太
　	第７1回国民体育大会ライフル射撃競技成年男子50mライ
フル膝射２0発競技（3位）
中山　陽介
　	第７1回国民体育大会ウエイトリフティング競技成年男子
６２kg級スナッチ（1位）
笠井　武広
　	第７1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（3位）・７７kg級クリーン＆ジャーク（1
位）・第７７回全日本ウエイトリフティング選手権大会
７７kg級スナッチ（2位）・７７kg級クリーン＆ジャーク（1
位）・７７kg級トータル（1位）
吉田　健人
　	第７1回国民体育大会ウエイトリフティング競技少年男子
７７kg級クリーン＆ジャーク（2位）
宇海　水稀
　第７1回国民体育大会空手道競技少年女子個人形（1位）
石原　雅大
　第７1回国民体育大会空手道競技少年男子個人組手（3位）

文田健一郎
　	第７1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（1位）・平成２８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59kg級（1位）
乙黒　圭祐
　	第７1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）・平成２８年度全日本レスリング選手
権大会フリースタイル６5kg級（3位）
林　　　雷
　	平成２８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７5kg級（3位）
稲葉　海人
　	第７1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50kg級（1位）
安楽　龍馬
　	第７1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６６kg級（2位）
神田　優人
　	第７1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55kg級（2位）
藤嶋　大規
　	平成２８年度日本カヌースプリント選手権大会男子カヤッ
クペア２00ｍ（1位）・男子カヤックペア		500ｍ（1位）・
男子カヤックシングル２00ｍ（2位）・男子カヤックシン
グル　500ｍ（2位）・第７1回国民体育大会カヌー競技カ
ヌースプリント成年男子カヤックシングル500ｍ（1
位）・２00ｍ（3位）
渡邉えみ里
　	第７1回国民体育大会カヌー競技カヌースプリント成年女
子カヤックシングル500ｍ（3位）
三浦　伊織
　	平成２８年度日本カヌースプリント選手権大会男子カヤッ
クペア２00ｍ（1位）
横内　　零
　	平成２８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男子スプリントカヤックシ
ングル（3位）
佐川　幸司
　	平成２８年度日本カヌーワイルドウォーター選手権大会・
ワイルドウォーター男子スプリントカヤックシングル
（3位）
長田　順子
　	第３３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（3位）
松木　希実
　	平成２9年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会第６２
回全国高等学校弓道大会　女子個人（1位）
矢光　孝輔
　	平成２9年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会　
秩父宮記念杯　第６８回全国高等学校対抗自転車競技選手
権大会　第６２回全国高等学校自転車道路競走中央大会　
スクラッチ（1位）
澤江　優月
　平成２9年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会
　	第４４回全国高等学校空手道選手権大会　女子個人組手
（1位）
鷹野　玄貴
　	平成２9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６４回全国高等学校ウエイ
トリフティング競技選手権大会８5kg級　スナッチ（1



位）・クリーン&ジャーク（2位）・トータル（1位）
澤登健太郎
　	平成２9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６４回全国高等学校ウエイ
トリフティング競技選手権大会105kg級　スナッチ（2
位）・クリーン&ジャーク（1位）・トータル（1位）
梶田　　凪
　	平成２9年度全国高等学校総合体育大会体操競技・新体操
大会兼全国高等学校体操競技・新体操選手権大会　女子
個人総合（2位）・女子個人ゆか（2位）・女子個人平均
台（2位）・女子個人段違い平行棒（3位）
野村　真希
　	平成２9年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会第６６
回全国高等学校柔道大会　女子個人４８kg級（2位）
荒木　弘貴
　	平成２9年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会第
４４回全国高等学校空手道選手権大会　男子個人組手（2
位）
權正　凌也
　	平成２9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６４回全国高等学校ウエイ
トリフティング競技選手権大会６２kg級　クリーン&
ジャーク（3位）
村田　優希
　	平成２9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６４回全国高等学校ウエイ
トリフティング競技選手権大会105kg超級　スナッチ
（3位）
大内美里沙
　	平成２9年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会第
４４回全国高等学校空手道選手権大会　女子個人形（3位）
安楽　龍馬
　	平成２9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６４回全国高等学校レスリング選手権
大会　男子個人６６kg級（3位）
高橋三十郎
　	平成２9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６４回全国高等学校レスリング選手権
大会　男子個人1２0kg級（3位）
梶田　萌果
　	第55回全国高等学校ライフル射撃選手権大会　ビームラ
イフル少年女子立射４0発競技（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
山梨中央銀行バレーボール部
　	平成２８年度第８5回全日本９人制バレーボール総合女子選
手権大会（3位）
山梨県成年女子２000mリレーチーム
　第７２回国民体育大会冬季大会スケート競技会
　スピード成年女子２000ｍリレー　（2位）
山梨県成年男子
　第７1回国民体育大会ホッケー競技　成年男子（3位）
山梨県成年女子
　第７1回国民体育大会ホッケー競技　成年女子（3位）
山梨学院大学男子ホッケー部
　第６5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３８回女子全日本学生ホッケー選手権大会（1位）
日本航空高等学校男子空手道部
　	平成２9年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会第
４４回全国高等学校空手道選手権大会　男子団体組手（2
位）
日本航空高等学校女子空手道部
　	平成２9年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会第
４４回全国高等学校空手道選手権大会　女子団体組手（2
位）
甲府昭和高等学校なぎなた部
　	平成２9年度全国高等学校総合体育大会なぎなた競技大会
第5６回全国高等学校なぎなた選手権大会　団体（3位）

○奨励賞
全国的競技大会入賞者　個人
横内　美音
　	第1７回全国小学生ＡＢＣバドミントン大会　Ｂグループ
女子の部（1位）
　	第２5回全国小学生バドミントン選手権大会　女子シング
ルス4年生以下（2位）
槇　あずみ
　	第1６回全日本少年少女空手道選手権大会　5年生女子形
（2位）
山口ももか
　	第1６回全日本少年少女空手道選手権大会　4年生女子形
（5位）
中沢　遙貴
　	平成２８年度第３３回全国少年少女レスリング選手権大会　
5年生男子６0kg超級（2位）
　	第２1回全国少年少女選抜レスリング選手権大会　5年生
男子51kg超級（2位）
北村　悠聖
　	第11回ジュニアグラウンド・ゴルフ発祥地大会　個人の
部（6位）
保坂　恒希
　	第11回ジュニアグラウンド・ゴルフ発祥地大会　個人の
部（6位）
山内　洋喜
　	第11回ジュニアグラウンド・ゴルフ発祥地大会　個人の
部（5位）
森田幸史郎
　２01６オールキッズトライアスロン大会（1位）
樋川　歩希
　	第８回田邊杯争奪大会兼第10回アジア・オセアニア大会
日本代表選考会　小太刀　6級～10級の部（3位）

○奨励賞団体
全国的競技大会入賞　団体
山梨県
　	第３３回全日本小学生ソフトテニス選手権大会　男子団体
の部（3位）
山梨北岳チーム
　	第11回ジュニアグラウンド・ゴルフ発祥地大会　団体の
部（2位）
山梨富士山チーム
　	第11回ジュニアグラウンド・ゴルフ発祥地大会　団体の
部（3位）


