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平成２6年度山梨県体育協会表彰受賞者（個人及び団体）
○体育功労者
市町村体育協会推薦
石原 正子 公益財団法人甲府市体育協会
三井 澄子 公益財団法人甲府市体育協会
剣持 孝弘 公益財団法人甲府市体育協会
野本 一雄 公益財団法人富士吉田体育協会
渡辺 義幸 公益財団法人富士吉田体育協会
田中 君江 特定非営利活動法人都留市体育協会
石川津久夫 特定非営利活動法人都留市体育協会
望月 正己 山梨市体育協会
雨宮 由子 山梨市体育協会
佐々木幸三 大月市体育協会
石井
隆 韮崎市体育協会
野口 紘明 韮崎市体育協会
東條 一邦 公益財団法人南アルプス市体育協会
上田
昭 公益財団法人南アルプス市体育協会
向井 忠男 北杜市体育協会
氏原 宏幸 北杜市体育協会
小林 明男 甲斐市体育協会
斉藤 道子 甲斐市体育協会
内藤 運富 笛吹市体育協会
井上 一年 笛吹市体育協会
鷹取 偉一 上野原市体育協会
小林 一三 甲州市体育協会
芦澤 京子 甲州市体育協会
故
深沢新次郎 市川三郷町体育協会
小佐野公夫 富士河口湖町体育協会
競技団体・学校体育団体推薦
四條
勉 一般財団法人山梨陸上競技協会
奥田 正直 一般財団法人山梨陸上競技協会
古屋 久實 山梨県ソフトテニス連盟
石塚 紀郎 山梨県ソフトテニス連盟
手塚 秀昭 一般社団法人山梨県サッカー協会
松村 秀人 山梨県野球連盟
市村 誠
山梨県野球連盟
神田 忠彦 山梨県水泳連盟
清水 英貴 山梨県卓球協会
飯田 春彦 山梨県バレーボール協会
飯窪 俊貴 山梨県バレーボール協会
小沢 正志 山梨県バスケットボール協会
田之口晃士 山梨県バスケットボール協会
高山
久 山梨県体操協会
小宮山 稔 山梨県山岳連盟
澤登 政直 山梨県相撲連盟
奥脇 清治 ＮＰＯ法人山梨県スキー連盟
葊瀬 昌博 山梨県スケート連盟
飯島 節生 山梨県ラグビーフットボール協会
田中
一 山梨県自転車競技連盟
新谷 幸司 山梨県ハンドボール協会
望月みどり 山梨県バドミントン協会
清水
正 山梨県ソフトボール協会
数野 教恵 山梨県ソフトボール協会
森岡 博文 山梨県弓道連盟
有泉 晴葊 山梨県柔道連盟
小宮 大輔 山梨県柔道連盟
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早川 浩朗
植村 武次
小林 一吉
古屋 勇人
安永 浩助
五味 寛子
鎌田 健義
土屋
節
中庭
忍
石澤 秀信
倉鹿野純子
市川 澄恵
北野貴美男
蘒原
紀
長田 博雄
梅本 政史
志村公一郎
藤原 裕美
清水 一朗
深沢 一智
勝
清一
吉野喜久男
鈴木 正一

山梨県野球協会
山梨県剣道連盟
山梨県剣道連盟
山梨県セーリング連盟
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
山梨県銃剣道連盟
山梨県馬術連盟
山梨県なぎなた連盟
山梨県ゲートボール協会
山梨県ゲートボール協会
山梨県ゴルフ連盟
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
山梨県雪合戦連盟
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

○特別優秀選手
オリンピック大会出場
菊池 彩花
第22回オリンピック冬季競技大会スケート競技 チーム
パシュート（4位）
押切美沙紀
第22回オリンピック冬季競技大会スケート競技 チーム
パシュート（4位）
競技別世界選手権大会、ユニバーシアード大会 入賞
個人
井上 愛美
第27回ユニバーシアード競技大会柔道女子無差別級（3位）
佐野賀世子
第27回ユニバーシアード競技大会柔道女子63kg級（2位）
鬼山 直也
アーチェリー世界室内選手権大会2014団体戦（2位）
・第
68回国民体育大会アーチェリー競技少年男子個人（3位）
公認の日本記録樹立
鈴木 聡美
第90回日本選手権水泳競技大会50m平泳ぎ（31秒30）日
本新記録（1位）・100m平泳ぎ（2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、全国中学校競技別選手権大会 3位以内入賞者
飯野 摩耶
第98回日本陸上競技選手権大会女子1500m（2位）
剱持クリア
第68回国民体育大会陸上競技少年女子B走幅跳（1位）
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江原 騎士
第55回日本選手権（25m）水泳競技大会男子400m自由
形（1位）・男子200m自由形（2位）
竹迫 麻澄
第55回日本選手権（25m）水泳競技大会女子50m背泳ぎ
（3位）・女子100m背泳ぎ（3位）
広瀬 文吾
国民体育大会に10回出場（第52回〜55回、57回、63回〜
69回冬季大会スキー競技）
石川 将之
第63回全国高等学校スケート競技選手権大会スピードス
ケート競技男子1500m（2位）
・第69回国民体育大会冬
季大会スケート競技会少年男子1000m（3位）
・1500m（2
位）
亀井萌々野
第69回国民体育大会冬季大会スケート競技会少年女子ス
ピード1500m（2位）
飯島可奈子
第69回国民体育大会冬季大会スケート競技会少年女子ス
ピード3000m（3位）
浅原 拓真
第51回日本ラグビーフットボール選手権大会（2位）
有賀 剛
第51回日本ラグビーフットボール選手権大会（3位）
佐藤 穣司
第50回全国大学ラグビーフットボール選手権大会（3位）
内田 達大
第68回国民体育大会ボート競技少年男子シングルスカル
（1位）
木下 美奈
第68回国民体育大会ボート競技少年女子シングルスカル
（1位）
中村 圭
第40回全日本大学選手権大会男子舵手付きフォア（1位）
新藤 耕平
第40回全日本大学選手権大会男子エイト（3位）
奈良 友貴
第68回国民体育大会ライフル射撃競技10mエアライフル
少年女子立射40発競技（1位）
渡邉 一樹
第68回国民体育大会ライフル射撃競技スモールボア・ラ
イフル成年男子伏射60発競技（2位）
正満 孝太
第68回国民体育大会ライフル射撃競技スモールボア・ラ
イフル成年男子三姿勢120発競技（3位）
塩入 龍哉
平成25年度全日本選手権大会ライフル射撃競技エア・ラ
イフル成年男子立射60発競技（1位）
中山 陽介
第68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）・ジャーク（1位）・第74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）・トータル（3位）
武井誠一郎
第68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（1位）・ジャーク（1位）・第74回全
日本ウエイトリフティング選手権大会77kg級ジャーク
（3位）・トータル（3位）
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持田龍之輔
第
 68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（2位）
・ジャーク（2位）
・第74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
（2位）・ジャーク（1位）・トータル（1位）
笠井 武広
第74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（2位）・ジャーク（2位）・トータル（2位）
曽根 裕也
第68回国民体育大会ウエイトリフティング競技少年男子

62kg級スナッチ（2位）・ジャーク（2位）
望月 大輝
第
 68回国民体育大会ウエイトリフティング競技少年男子
105kg級スナッチ（1位）・ジャーク（1位）
米田 大輔
平
 成25年度 第27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62kg級スナッチ（3位）
藤田 美紀
平
 成25年度 第12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58kg級スナッチ（3位）
・ ジャーク（3
位）・トータル（3位）
大木
格
第68回国民体育大会空手道競技成年男子形（3位）・第
41回全日本空手道選手権大会男子形（3位）
村田 望留
第68回国民体育大会空手道競技少年男子形（2位）
山下 浩由
第21回全国中学生空手道選手権大会男子個人組手（3位）
田村
仁
第
 21回全国中学生空手道選手権大会男子個人組手（3位）
浦崎
睦
第68回国民体育大会馬術競技成年女子ダービー競技（2位）
榊原あかね
第14回全日本エンデュランス馬術大会一般競技80km（1位）
文田健一郎
第
 68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60kg級（1位）
小柳 和也
第
 68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）
後藤
翼
第
 68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66kg級（2位）
佐川 幸司
第68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K- 1スプリント（3位）
山下
黎
平
 成26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67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会男子
八種競技（3位）
渡辺 聖未
平
 成26年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会第63
回全国高等学校柔道大会女子70kg級（2位）
中村 深水
平
 成26年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会第63
回全国高等学校柔道大会男子60kg級（3位）
島袋 匡継
平
 成26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61回全国高等学校ウエイトリ
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フティング競技選手権大会85㎏級スナッチ（1位）
・ク
リーン&ジャーク（2位）
・トータル（2位）
雨宮 玄剛
平成26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61回全国高等学校ウエイトリ
フティング競技選手権大会94㎏級クリーン&ジャーク
（2位）・トータル（2位）
渡邊 貴之
平成26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61回全国高等学校ウエイトリフ
ティング競技選手権大会94㎏級トータル（3位）
長田 來土
平成26年度全国高等学校総合体育大会アーチェリー競技
大会高円宮賜牌第47回全国高等学校アーチェリー選手権
大会男子個人（2位）
宇海 水稀
平成26年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会第41
回全国高等学校空手道選手権大会女子個人形（1位）
福岡 蓮
平成26年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会第
41回全国高等学校空手道選手権大会男子個人組手（2位）
舟久保絢哉
平成26年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会第41
回全国高等学校空手道選手権大会男子個人形（3位）
渡邉えみ里
平成26年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会第
30回全国高等学校カヌー選手権大会女子カヌースプリン
ト・カヤックシングル500m（1位）
・200m（3位）
三浦 伊織
平成26年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会第
30回全国高等学校カヌー選手権大会男子カヌースプリン
ト・カヤックシングル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
山梨学院大学附属高等学校
男子第64回全国高等学校駅伝競走大会（1位）
山梨県成年女子ボルダリングチーム
第68回国民体育大会山岳（ボルダリング）競技成年女子
（3位）
山梨県スケート競技国体少年男子2000mリレーチーム
第69回国民体育大会冬季大会スケート競技会少年男子
2000mリレー（3位）
山梨県ウエイトリフティング国体チーム
第68回国民体育大会ウエイトリフティング競技（2位）
山梨県アーチェリー競技国体少年女子チーム
第68回国民体育大会アーチェリー競技少年女子（2位）
上野原中学校空手道男子団体組手チーム
第21回全国中学生空手道選手権大会男子団体組手（3位）
上野原中学校空手道女子団体組手チーム
第21回全国中学生空手道選手権大会女子団体組手（3位）
山梨学院大学女子ホッケー部
第35回女子全日本学生ホッケー選手権大会（1位）
日本航空高等学校卓球部女子ダブルスチーム
平成26年度全国高等学校総合体育大会卓球競技大会第83
回全国高等学校卓球選手権大会女子ダブルス（3位）
日川高等学校ウエイトリフティング部学校対抗チーム
平成26年度全国高等学校総合体育大会ウエイトリフティ
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ング競技大会高松宮賜旗第61回全国高等学校ウエイトリ
フティング競技選手権大会学校対抗（1位）
甲府城西高等学校アーチェリー部女子団体チーム
平
 成26年度全国高等学校総合体育大会アーチェリー競技
大会高円宮賜牌第47回全国高等学校アーチェリー選手権
大会女子団体（1位）
日本航空高等学校空手道部男子チーム
平
 成26年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会第
41回全国高等学校空手道選手権大会男子学校対抗（1
位）・男子団体組手（2位）
山梨学院大学附属高等学校ホッケー部男子チーム
平
 成26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77回全国高等学校ホッケー選手権大会（3位）
石和中学校陸上部男子4×100mリレーチーム
平
 成26年度全国中学校体育大会第41回全日本中学校陸上
競技選手権大会男子4×100mリレー（2位）

○優秀指導者
国民体育大会10回出場 指導者
清水 正倫
国民体育大会水泳競技競泳監督 10回出場（第58回〜68
回）
○奨励賞
全国的競技大会入賞者 個人
秋山 啓
第36回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競
技大会11〜12歳男子200m個人メドレー（3位）
渡辺 裕葵
第36回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競
技大会10歳以下男子50m自由形（2位）
横内 美海
第22回全国小学生バドミントン選手権大会女子シングル
ス5年生以下（2位）
雨宮 大地
第34回全国少年柔道大会6年生個人戦（2位）
山口 聖也
第13回全日本少年少女空手道選手権大会5年生男子組手
（5位）
中原 彪
第13回全日本少年少女空手道選手権大会6年生男子形
（5位）
大村 幸誠
第18回全国少年少女選抜レスリング選手権大会小学生の
部4年生36kg級（3位）
古川 貴也
平成25年度第30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55kg級（3位）
清水 豪之晟
平成25年度第30回全国少年少女レスリング選手権大会小
学生の部4年生30kg級（2位）
五味 虹登
平成25年度第30回全国少年少女レスリング選手権大会小
学生の部4年生26kg級（3位）
小澤 楽翔
平成25年度第30回全国少年少女レスリング選手権大会小
学生の部4年生33kg級（3位）
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