
優秀選手・優秀団体

○体育功労者
市町村体育協会推薦
望月　眞一	 公益財団法人甲府市体育協会
遠藤　紀壽	 公益財団法人甲府市体育協会
大久保一雄	 公益財団法人甲府市体育協会
宮下　秀吉	 公益財団法人富士吉田体育協会
三浦　宗正	 公益財団法人富士吉田体育協会
山本　　武	 特定非営利活動法人都留市体育協会
菅谷眞里子	 特定非営利活動法人都留市体育協会
佐野　清人	 山梨市体育協会
水上　光生	 山梨市体育協会
小林　　隆	 大月市体育協会
小野　富義	 韮崎市体育協会
清水　利治	 公益財団法人南アルプス市体育協会
櫻本　和英	 公益財団法人南アルプス市体育協会
齋木　久壽	 北杜市体育協会
山田　輝夫	 北杜市体育協会
堀内　利満	 甲斐市体育協会
豊島南海雄	 甲斐市体育協会
（故）桑原　明	 笛吹市体育協会
青山もと子	 笛吹市体育協会
佐藤　孔明	 上野原市体育協会
武藤　立巳	 甲州市体育協会
荻原　広明	 甲州市体育協会
小池　教文	 中央市体育協会
青木　敏幸	 中央市体育協会
依田　雅己	 市川三郷町体育協会
塩島　良子	 富士河口湖町体育協会

競技団体・学校体育団体推薦
窪田　五江	 一般財団法人山梨陸上競技協会
三枝　幸雄	 一般財団法人山梨陸上競技協会
小宮山茂樹	 山梨県ソフトテニス連盟
神谷　壮一	 一般社団法人山梨県サッカー協会
瀧田　　修	 一般社団法人山梨県サッカー協会
小野　忠男	 山梨県野球連盟
加賀美　康	 山梨県野球連盟
山下　敬七	 山梨県水泳連盟
久島　　信	 山梨県卓球協会
窪田　敏章	 山梨県バレーボール協会
内田　祐子	 山梨県バレーボール協会
逆瀬川慶浩	 一般社団法人山梨県バスケットボール協会
室井　孝之	 一般社団法人山梨県バスケットボール協会
芦川　寿子	 山梨県体操協会

平成30年度山梨県体育協会表彰受賞者（個人及び団体）
辻　　敏夫	 山梨県山岳連盟
根津　泰昇	 山梨県相撲連盟
岡　　武男	 特定非営利法人山梨県スキー連盟
宮下　弘治	 山梨県スケート連盟
望月　春彦	 山梨県ラグビーフットボール協会
山口　一樹	 山梨県自転車競技連盟
日原　明仁	 山梨県バドミントン協会
石田　一元	 山梨県ソフトボール協会
浅川　妙子	 山梨県ソフトボール協会
髙部　保延	 山梨県弓道連盟
名取　利章	 山梨県柔道連盟
小林　重行	 山梨県柔道連盟
楠原　光博	 山梨県ボクシング連盟
金井　典美	 山梨県クレー射撃協会
鈴木　信行	 JABA山梨県野球協会
諸角　婦美	 山梨県剣道連盟
相川　博亮	 山梨県剣道連盟
真田　英記	 山梨県ボート協会
藤原　栄一	 山梨県ウエイトリフティング協会
権太　正弘	 山梨県テニス協会
大村　耕一	 山梨県空手道連盟
武藤　裕一	 山梨県銃剣道連盟
飯田　裕彦	 山梨県ホッケー協会
坂本　敏二	 山梨県ゲートボール協会
河野　富重	 山梨県ゴルフ連盟
荻野シゲ子	 山梨県武術太極拳連盟
奥山　永雄	 山梨県バウンドテニス協会
岡部　福美	 山梨県グラウンド・ゴルフ協会
深澤　勝博	 山梨県ダンススポーツ連盟
山田　江美	 山梨県エアロビック連盟
三井　　孝	 山梨県綱引連盟
松下　　茂	 山梨県高等学校体育連盟
三浦　和雄	 山梨県高等学校体育連盟
村松　博己	 山梨県小中学校体育連盟
中込　和彦	 山梨県小中学校体育連盟
山田　清次	 公益財団法人山梨県体育協会

○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　彩花
　第２3回オリンピック冬季競技大会スピードスケート競技
　女子チームパシュート（1位）
押切美沙紀
　第２3回オリンピック冬季競技大会スピードスケート競技



優秀選手・優秀団体

　女子５000ｍ	（9位）

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１７回世界水泳選手権　男子４×２00ｍフリーリレー（5
位）・第７２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）・第９４回日本選手権水
泳競技大会　男子４00ｍ自由形（1位）・２00ｍ自由形（2
位）
陶山　周平
　	第２９回ユニバーシアード競技大会水泳競技　男子４×２00
ｍフリーリレー（1位）
平野　美宇
　２0１８世界卓球選手権　女子団体（2位）
新添　左季	
　	２0１７年ブタペスト世界柔道選手権大会　男女混合団体
（1位）・第２９回ユニバーシアード競技大会柔道競技　女
子７0kg級（2位）・	女子団体戦（1位）
梅北　眞衣
　	第２９回ユニバーシアード競技大会柔道競技　女子４８kg
級（1位）
文田健一郎	
　	２0１７年レスリング世界選手権大会　グレコローマンスタ
イル　５９kg級（1位）・平成２９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）
高橋　侑希	
　	２0１７年レスリング世界選手権大会　フリースタイル５７
Kg級（1位）・平成２９年度全日本レスリング選手権大会
フリースタイル５７kg級（1位）
藤波　勇飛
　	２0１７年レスリング世界選手権大会　フリースタイル７0
Kg級（3位）・平成２９年度全日本レスリング選手権大会
フリースタイル７４kg級（1位）
小栁　和也
　	２0１８年レスリングアジア選手権大会　フリースタイル　
６１Kg級（2位）・平成２９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）

公認の日本記録若しくは公認の世界記録を樹立
持田龍之輔
　	第７２回国民体育大会ウエイトリフティング競技　成年男
子１0５kg級トータル（3９１kg）　日本新記録
　	第７２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）・クリーン＆ジャーク（1位）
笠井　武広

　	第７８回全日本ウエイトリフティング選手権大会　７７kg
級クリーン＆ジャーク（１８７kg）　日本新記録・トータ
ル（33１kg）　日本新記録・第７２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７８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）・
クリーン＆ジャーク（1位）・トータル（1位）	

国民体育大会に連続５回入賞
野澤　啓佑
　	第６８回国民体育大会陸上競技　成年男子４00mH（6位）・
第６９回国民体育大会陸上競技　成年男子４00mH（8位）・
第７0回国民体育大会陸上競技　成年男子４00mH（1位）・
第７１回国民体育大会陸上競技　成年男子４00mH（４位）・
第７２回国民体育大会陸上競技　成年男子４00mH（8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
小笠原朱里
　	第７２回国民体育大会陸上競技　少年女子A3000ｍ（3位）
山口　華枝	
　	第７２回国民体育大会陸上競技　少年女子A走り幅跳び
（3位）
鈴木　聡美	
　	第９４回日本選手権水泳競技大会　女子５0ｍ	平泳ぎ（1
位）・１00ｍ	平泳ぎ（2位）・	２00ｍ	平泳ぎ（3位）
鈴木　湧也	
　	第２４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（1位）
田中　冴実	
　第７3回国民体育大会冬季大会スケート競技会　ショート
トラック成年女子１000ｍ（3位）
矢光　孝輔	
第７２回国民体育大会自転車競技　少年男子スクラッチ
（2位）
依田　翔大	
第７２回国民体育大会自転車競技　少年男子個人ロード
レース（3位）
木下　美奈	
第４４回全日本大学選手権大会　女子舵手付きクォドルプ
ル（3位）
渡辺　花穂	
第４４回全日本大学選手権大会　女子舵手付きクォドルプ
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ル（2位）
正満　孝太	
第７２回国民体育大会ライフル射撃競技　成年男子５0ｍ	
膝射２0発競技（1位）
小沢　　楓	
第７２回国民体育大会ライフル射撃競技　成年女子　５0ｍ	
3姿勢６0発競技（3位）
鷹野　玄貴	
第７２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）・クリーン＆ジャーク（3位）
澤登健太郎	
第７２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）・クリーン＆ジャーク（1位）
澤江　優月	
第７２回国民体育大会空手道競技　少年女子個人組手（1
位）
大内美里紗	
第７２回国民体育大会空手道競技　少年女子個人形（3位）
乙黒　圭祐	
平成２９年度全日本レスリング選手権大会　フリースタイ
ル７0kg級（1位）・第７２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（1位）
木下　貴輪	
平成２９年度全日本レスリング選手権大会　フリースタイ
ル７0kg級（2位）
丸山　智也	
平成２９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５５kg級（3位）
乙黒　拓斗	
第７２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６１kg級（1位）
安楽　龍馬	
第７２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（1位）
稲葉　海人	
第７２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２９年度日本カヌースプリント選手権大会　男子カ
ヤックシングル２00ｍ（1位）・５00ｍ（2位）
三浦　伊織	
平成２９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（3位）
渡邉えみ里	
平成２９年度日本カヌースプリント選手権大会　女子カ
ヤックシングル１,000ｍ（3位）

横内　　零	
平成２９年度全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クラシックジュニア男子
カヤックシングル（2位）
長田　順子	
第3４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（2位）
佐藤　優香	
　第２3回日本トライアスロン選手権（1位）
瀬賀　楓佳	
　第２3回日本トライアスロン選手権（3位）
持田　慶貴	
平成30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６５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（2位）
村田　優希	
平成30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６５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
（2位）・クリーン＆ジャーク（1位）・トータル（1位）
池澤　　海	
平成30年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会第
４５回全国高等学校空手道選手権大会　男子個人組手（1
位）
舟田　　葵	
平成30年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会第
４５回全国高等学校空手道選手権大会　男子個人形（1位）
大内美里沙	
平成30年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会第
４５回全国高等学校空手道選手権大会　女子個人形（1位）
長嶋　勇斗	
平成30年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会第６７
回全国高等学校柔道大会　男子９0kg級（2位）
荒木　弘貴	
平成30年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会第
４５回全国高等学校空手道選手権大会　男子個人組手（2
位）
仲田　　翼	
平成30年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会第
3４回全国高等学校カヌー選手権大会　男子スプリント・
カナディアンシングル２00ｍ（2位）
瀬戸亜香音	
平成30年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会第６７
回全国高等学校柔道大会　女子個人７0kg級（3位）
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渡辺　将太	
平成30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６５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級クリーン＆
ジャーク（3位）
中澤　乃悟	
平成30年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会第６3
回全国高等学校弓道大会　男子個人（3位）　
長田　友唯	
平成30年度全国中学校体育大会　第５８回全国中学校水泳
競技大会　女子８00ｍ自由形（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
山梨県成年女子チーム	
第７２回国民体育大会バスケットボール競技　成年女子
（3位）
山梨県ウエイトリフティング団体チーム	
第７２回国民体育大会ウエイトリフティング競技会総合
（3位）
山梨県男子組手団体チーム	
第４５回全日本空手道選手権大会　男子組手団体（2位）
山梨選抜少年男子ダブルスカルチーム	
第７２回国民体育大会ボート競技　少年男子ダブルスカル
（3位）
山梨学院大学男子ホッケー部	
第６６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７８回全日本女子ホッケー選手権大会（2位）
山梨県チーム	
第30回全国グラウンド・ゴルフ交歓島根県大会（1位）
山梨学院高校サッカー部	
平成30年度全国高等学校総合体育大会男子サッカー競技
大会（1位）
日本航空高校空手道部	
平成30年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会第
４５回全国高等学校空手道選手権大会　男子団体組手（1
位）
駿台甲府高校男子ハンドボール部	
平成30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６９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
志村　涼風	
第33回全国小学生陸上競技交流大会　女子ジャベリック
ボール投（6位）
穂坂　美空	
第４0回全国JOCジュニアオリンピック春季水泳競技大会
　女子１00ｍバタフライ１１～１２歳（3位）・５0ｍバタフラ
イ１１～１２歳（6位）・第４0回全国JOCジュニアオリンピッ
ク夏季水泳競技大会　女子１00ｍバタフライ１１～１２歳（8
位）
八木野航平	
第４0回全国JOCジュニアオリンピック春季水泳競技大会
　男子５0ｍ自由形　１0歳以下（5位）
佐藤　玲音	
第１７回全日本少年少女空手道選手権大会　6年男子組手
（3位）
功刀よし乃	
第１７回全日本少年少女空手道選手権大会　5年女子組手
（3位）
穐野　愛星	
第１７回全日本少年少女空手道選手権大会　４年女子組手
（5位）
雨宮　ゆら	
第１７回全日本少年少女空手道選手権大会　４年女子組手
（5位）
中沢　遙貴	
平成２９年度第3４回全国少年少女レスリング選手権大会　
6年生男子++６５kg（2位）・第２２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級（3位）
森屋　伊織	
第１２回ジュニアグラウンド・ゴルフ発祥地大会　個人の
部（2位）
中島　大陸	
第１２回ジュニアグラウンド・ゴルフ発祥地大会　個人の
部（４位）
田邊　瑞樹	
第４3回全国少年少女スポーツチャンバラ選手権大会ス
ポーツ拠点づくり自立促進事業　第１２回スポチャン大会
小太刀　9級～１0級の部（1位）
田邊　美陽	
第４3回全国少年少女スポーツチャンバラ選手権大会ス
ポーツ拠点づくり自立促進事業　第１２回スポチャン大会
小太刀　9級～１0級の部（2位）
樋川　結月	
第４3回全国少年少女スポーツチャンバラ選手権大会ス



奨励賞・奨励賞団体

ポーツ拠点づくり自立促進事業　第１２回スポチャン大会
楯小太刀　9級～１0級の部（3位）

○奨励賞団体
全国的競技大会入賞　団体
山梨北岳チーム
　	第１２回ジュニアグラウンド・ゴルフ発祥地大会　団体の
部（1位）
山梨富士山チーム
　	第１２回ジュニアグラウンド・ゴルフ発祥地大会　団体の
部（４位）


