平成２8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
伊藤 進一 公益財団法人甲府市体育協会
廣瀬 集一 公益財団法人甲府市体育協会
清水 孝貢 公益財団法人甲府市体育協会
宮下 佳雄 公益財団法人富士吉田体育協会
舟久保和子 公益財団法人富士吉田体育協会
岩田
桂 特定非営利活動法人都留市体育協会
小林
達 特定非営利活動法人都留市体育協会
石原 隆彦 山梨市体育協会
角田 幹男 山梨市体育協会
上條 正男 大月市体育協会
河村 邦夫 韮崎市体育協会
上野 光正 韮崎市体育協会
嶋田 政彦 公益財団法人南アルプス市体育協会
深澤 昭仁 公益財団法人南アルプス市体育協会
里吉 茂和 北杜市体育協会
千野 秀一 北杜市体育協会
清水 直樹 甲斐市体育協会
植松千鶴子 甲斐市体育協会
小松 武夫 笛吹市体育協会
弦間 清春 笛吹市体育協会
伊藤 重雄 上野原市体育協会
廣瀬 定昭 甲州市体育協会
手塚 妙子 甲州市体育協会
山本 六男 中央市体育協会
村松 久義 市川三郷町体育協会
望月 弘一 早川町体育協会
小佐野 泰 忍野村体育協会
長田 道廣 山中湖村体育協会
小林 武雄 富士河口湖町体育協会
競技団体・学校体育団体推薦
竜沢 正敏 一般財団法人山梨陸上競技協会
奥田 正治 一般財団法人山梨陸上競技協会
島田 基樹 山梨県ソフトテニス連盟
小林 光弘 山梨県ソフトテニス連盟
松坂 浩一 一般社団法人山梨県サッカー協会
皆川 新一 一般社団法人山梨県サッカー協会
成島 幹夫 山梨県野球連盟
坂本 静男 山梨県野球連盟
山本 文平 山梨県水泳連盟
中込 幸二 山梨県卓球協会
深澤 礼子 山梨県バレーボール協会
鈴木 英喜 山梨県バレーボール協会
齊藤 誠二 一般社団法人山梨県バスケットボール協会
小池 文二 一般社団法人山梨県バスケットボール協会
多田
聡 山梨県体操協会
舩木 万一 山梨県山岳連盟
清水 雅樹 山梨県相撲連盟
広瀬 敏夫 特定非営利活動法人山梨県スキー連盟
遠藤貴美恵 山梨県スケート連盟
古屋 修二 山梨県ラグビーフットボール協会
滝川 一夫 山梨県自転車競技連盟
大村 美雪 山梨県ハンドボール協会
古屋 文明 山梨県バドミントン協会
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山梨県ソフトボール協会
山梨県ソフトボール協会
山梨県弓道連盟
山梨県柔道連盟
山梨県柔道連盟
山梨県ボクシング連盟
山梨県野球協会
山梨県剣道連盟
山梨県剣道連盟
山梨県ボート協会
山梨県ウエイトリフティング協会
山梨県テニス協会
山梨県空手道連盟
山梨県カヌー協会
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
山梨県綱引連盟
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
本部推薦

○特別優秀選手
オリンピック大会に出場した者、又は団体
野澤 啓佑
第３１回オリンピック競技大会陸上競技男子４００ｍＨ・第
１００回日本陸上競技選手権大会男子４００ｍＨ（1位）
・第
７0回国民体育大会陸上競技成年男子４００ｍH（1位）
江原 騎士
第３１回オリンピック競技大会水泳競技競泳男子４００ｍ自
由形・4×2００ｍ リレー（3位）
鈴木 聡美
第３１回オリンピック競技大会水泳競技競泳女子１００ｍ平
泳ぎ・第９２回日本選手権水泳競技大会女子１００ｍ平泳ぎ
（2位）
後藤 輝也
第３１回オリンピック競技大会ラグビーフットボール競技
男子７人制（4位）
中山 陽介
第３１回オリンピック競技大会ウエイトリフティング競技
男子62kg級・第７６回全日本ウエイトリフティング選手
権大会男子６２kg級スナッチ（1位）・６２kg級クリーン＆
ジャーク（2位）・６２kg級トータル（2位）
河村 元美
第３１回オリンピック競技大会ホッケー競技女子
佐藤 優香
第３１回オリンピック競技大会トライアスロン競技女子個
人

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
江原 騎士
第２８回ユニバーシアード競技大会水泳競技競泳男子4×
2００ｍリレー（3位）・２００ｍ自由形（4位）
・４００ｍ自由
形（7位）
長内 香月
第２８回ユニバーシアード競技大会柔道競技女子個人７０
kg級（2位）・女子団体（ 副将 ）
（1位）
公認の日本記録樹立
江原 騎士
第38回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季大会山
梨県予選会競泳短水路400ｍ自由形
（3’
38’
’
54）
日本新記録
菊池 彩花
ワ ールドカップカルガリー大会チームパシュート（2’
５６’
’
４６）日本新記録・第８３回全日本スピードスケート選
手権大会女子総合（1位）
押切美沙紀
ワ ールドカップカルガリー大会チームパシュート（2’
５６’
’
４６）日本新記録・第８３回全日本スピードスケート選
手権大会女子総合（3位）
国民体育大会に連続５回入賞
武井誠一郎
第６６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（6位）
・クリーン＆ジャーク（4位）
第６７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）
・クリーン＆ジャーク（3位）
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）
・クリーン＆ジャーク（1位）
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）
・クリーン＆ジャーク（2位）
第７０回国民体育大会ウエイトリフティング競技成年男子
85kg級スナッチ（4位）
・クリーン＆ジャーク（2位）
第７６回全日本ウエイトリフティング選手権大会男子７７
kg級スナッチ（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
飯野 摩耶
第１００回日本陸上競技選手権大会女子１５００ｍ（3位）
島田 美穂
第７０回国民体育大会陸上競技少年女子Ａ３０００ｍ（1位）
竹迫 麻澄
第９１回日本学生選手権水泳競技大会女子１００ｍ背泳ぎ
（1
位）
石川 将之
第６５回全国高等学校スピードスケート競技選手権大会男
子１０００ｍ（1位）・男子１５００ｍ（2位）
北原 もえ
第６５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（1位）・第７１回国民体育大会冬季大会スケー
ト競技会少年女子３０００ｍ（3位）
宮嶋未奈美
第７１回国民体育大会冬季大会スケート競技会少年女子1５

００ｍ（1位）・第６５回全国高等学校スピードスケート競
技選手権大会女子１０００ｍ（2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５００ｍ（2位）・少年男子１０００ｍ（3位）
紀伊 晧太
第５２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４２回全日本大学選手権大会男子エイト（1位）
木下 美奈
第４２回全日本大学選手権大会女子舵手つきクォドルプル
（1位）・第７０回国民体育大会ボート競技成年女子シング
ルスカル（2位）
正満 孝太
第７０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（2位）
若月 健太
第７０回国民体育大会ライフル射撃競技成年男子セン
ター・ファイア・ピストル60発競技（2位）
笠井 武広
第
 ７０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）
・７７kg級クリーン＆ジャーク（2
位）
・第７６回全日本ウエイトリフティング選手権大会男
子６９kg級スナッチ（3位）・６９kg級トータル（3位）
持田龍之輔
第
 ７０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
（2位）・第７６回全日本ウエイトリフティング選手権大会
男子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）
奥脇 開斗
第
 ７０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（2位）
野櫻 廉
第
 ７０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（3位）
・１０５kg級クリーン＆ジャーク
（2位）
荒井 龍雅
平
 成２７年度第２９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超級スナッチ（1位）
・９４kg超級ク
リーン＆ジャーク（1位）・９４kg超級トータル（1位）
藤田 美紀
平
 成２７年度第１４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）
・６３kg級クリー
ン＆ジャーク（2位）・６３kg級トータル（2位）
廣瀬 愛子
平成２７年度第１４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６９kg超級スナッチ（3位）
・６９kg超級ク
リーン＆ジャーク（3位）・６９kg超級トータル（3位）
宇海 水稀
第７０回国民体育大会空手道競技少年女子個人形（1位）
・
平成２８年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会第
４３回全国高等学校空手道選手権大会女子個人形（1位）
渕田 涼凪
第７０回国民体育大会空手道競技少年女子個人組手（3
位）
・平成２８年度全国高等学校総合体育大会空手道競技
大会第４３回全国高等学校空手道選手権大会女子個人組手
（1位）

文田健一郎
第７０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）
乙黒 圭祐
平成２７年度全日本レスリング選手権大会男子フリースタ
イル６１kg級（1位）
藤波 勇飛
平成２７年度全日本レスリング選手権大会男子フリースタ
イル６５kg級（2位）
倉谷 修平
第７０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）
高橋三四郎
第７０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（2位）
林 雷
第７０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７４kg級（1位）
神田 優人
第７０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（3位）
藤嶋 大規
平成２７年度日本カヌースプリント選手権大会男子Ｋ－１
スプリント２００ｍ（1位）
・男子Ｋ－１スプリント５００ｍ
（1
位）
・男子Ｋ－１スプリント１０００ｍ（3位）
・第７０回国民
体育大会カヌー競技成年男子Ｋ－１スプリント２００ｍ
（1
位）
・５００ｍ（1位）
三浦 伊織
第７０回国民体育大会カヌー競技少年男子Ｋ－１スプリン
ト５００ｍ（2位）
長田 順子
第３２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）
舟久保遥香
平成２８年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会第６５
回全国高等学校柔道大会女子個人５７kg級（1位）
清水 貴梨
平成２８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６７回全国高等学校対抗自転車競技選手権大
会第６１回全国高等学校自転車道路競走中央大会4km速
度競走（2位）
稲葉 海人
平成２８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６３回全国高等学校レスリング選手権大会
男子個人50kg級（1位）
安楽 龍馬
平成２８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６３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）
梶田
凪
平成２８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
人段違い平行棒（2位）
澤登健太郎
平成２８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６３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105kg級 ク リ ー ン ＆
ジャーク（3位）・105kg級トータル（3位）

望月 大輝
平
 成２８年度全国高等学校定時制通信制体育大会陸上競技
大会男子円盤投げ（2位）・砲丸投げ（3位）
三井
舞
平
 成２８年度全国高等学校定時制通信制体育大会柔道競技
大会女子個人５２kg級（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
帝京第三高校女子スケート部
平成２７年度全国高等学校総合体育大会第６５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
（1位）
・チームパシュート（1位）
・２０００ｍリレー（3位）
山梨県少年女子リレーチーム
第７１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）
山梨県
第７０回国民体育大会ウエイトリフティング競技総合（2
位）
山梨学院大学男子ホッケー部
第６４回男子全日本学生ホッケー選手権大会（1位）
富士学苑高校女子柔道部
平成２８年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会第６５
回全国高等学校柔道大会女子団体（3位）
日本航空高校女子空手道部
平成２８年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会第
４３回全国高等学校空手道選手権大会女子学校対抗（1
位）・女子団体組手（1位）
日本航空高校男子空手道部
平成２８年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会第
４３回全国高等学校空手道選手権大会男子学校対抗（3
位）・男子団体組手（3位）

○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
梅嵜 英毅
第３１回オリンピック競技大会バスケットボール競技女子
コーチ
長谷部謙二
第３１回オリンピック競技大会ホッケー競技女子コーチ
飯島健二郎
第３１回オリンピック競技大会トライアスロン競技監督
○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
綿谷 健佑
ユニバーシアード競技大会水泳コーチ出場２０１５光州
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にお
いて３位以内の成績を連続３回収めた選手又はチーム
を直接指導育成に寄与した指導者
樋口 大樹
平成２５年度全国高等学校総合体育大会空手道競技男子団

体組手（２位）
・平成２６年度全国高等学校総合体育大会
空手道競技男子団体組手（２位）・平成２７年度全国高等
学校総合体育大会空手道競技女子団体組手（１位）

○奨励賞
全国的競技大会入賞者 個人
渡辺 裕葵
第38回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競
技大会男子50m平泳ぎ（2位）
・５０ｍ自由形（3位）
長田 友唯
第38回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競
技大会女子200m自由形（4位）
関原
愛
第15回全日本少年少女空手道選手権大会４年生女子組手
（2位）
小俣
晴
第15回全日本少年少女空手道選手権大会５年生女子組手
（5位）
岡村 萌愛
第15回全日本少年少女空手道選手権大会５年生女子形
（5位）

小沢 光希
第15回全日本少年少女空手道選手権大会６年生男子形
（5位）
小宮山碧波
第
 20回全国少年少女選抜レスリング選手権大会６年生男
子54kg超級（1位）
五味 虹登
平
 成27年度第32回全国少年少女レスリング選手権大会６
年生男子30kg級（2位）
・第２０回全国少年少女選抜レス
リング選手権大会６年生男子３４kg級（3位）
小澤 楽翔
平
 成27年度第32回全国少年少女レスリング選手権大会６
年生男子50kg級（3位）
・第２０回全国少年少女選抜レス
リング選手権大会６年生男子51kg級（1位）
大村 幸誠
第
 20回全国少年少女選抜レスリング選手権大会６年生男
子45kg級（3位）
来城 遼平
第41回全国少年少女選手権大会小太刀７級～８級（2位）
田辺 瑞樹
第41回全国少年少女選手権大会小太刀９級～10級（3位）

