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4 オリンピック及びパラリンピック、若しくはこれらに準ずる大会において顕著な功績を残した者

◇ 平成29年度 横浜市スポーツ栄誉賞表彰 ◇

三枝　浩基
エイベックス･
グループ･
ホールディングス
株式会社

第23回夏季デフリンピック
競技大会

陸上男子4×100m
リレー 金

滝澤佳奈子 横浜市立ろう特別
支援学校

第23回夏季デフリンピック
競技大会 陸上女子棒高跳び 銅

早瀨　久美 昭和大学病院 第23回夏季デフリンピック
競技大会

マウンテンバイク
女子クロスカントリー･
オリンピック

銅

氏　名 所　属 大 会 名 種 目 等 成　績
3名

※所属は、大会開催時のもの
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5
武田　一朗 青葉区体育協会 常任理事

　2005年より剣道講師として、小･中学生から一般に至るま
で幅広く指導を行っている。2006年より青葉区剣道連盟理
事に就任し、大会運営に尽力している。また、大会審判員と
しての活動でも貢献している。2008年から、青葉区体育協会
常任理事に就任し、体育協会の活動推進に寄与しており、そ
の功績は誠に顕著である。

長谷川義洋 横浜市
合気道連盟 理事長

　横浜市合気道連盟の立ち上げ、横浜市体育協会加盟など
の業務に携わり、その後長きにわたり、連盟の普及・発展・啓
発に大きく貢献している。その功績は誠に顕著である。

山田みね子 横浜市
インディアカ協会 相談役

　長きにわたり横浜市インディアカ協会広報部の中心として、
普及・発展に貢献した。また、後進育成にも尽力した。生涯ス
ポーツとしてのインディアカ普及に貢献したその功績は誠
に顕著である。

関場　和子 横浜市テニス協会 副理事長

　平成6年から理事として、各種大会・イベント等の実施に
携わっており、1200名を超える大規模な市民大会シングル
スの大会副委員長として円滑に運営を行っている。さらに、
平成28年からは副理事長として、事務局業務の効率化を図
りながら、テニスの普及･発展に尽力している。

白木　雅子 横浜市綱引連盟 理事

　長年にわたり栄区担当理事として、区民大会をはじめ市
民大会・県大会・全国大会で競技役員として携わった。また、
ジュニア競技力向上のため指導員として綱引競技普及・振
興に寄与してきた功績は誠に顕著である。

中川　豊弘 横浜市中学校
体育連盟 顧問

　これまでに会長、副会長等を歴任され、組織の活性化を図
り、横浜市の体育活動に大きな成果を与えた。さらに各区中
学校体育連盟の活動が一層充実するよう、区内実技伝達研
修会を定着化させる取り組みに尽力し、成果をあげた。今年
度から顧問として組織全体のアドバイザーとして貢献して
いる。

水野　良一 横浜市剣道連盟 理事長兼
事務局長

　長きにわたり、旭支部で幼少年の剣道指導を行い、全国大
会に出場する選手等の育成に尽力する。1995年には、社会
体育指導員資格を取得し、剣道実技･審判法等の地区講師
を務め、後継指導者の育成に尽力する。2017年には、新たに
横浜市東西対抗剣道大会を提案し、企画運営を行うなど多
岐にわたり活躍している。

山下　信男 横浜市
ソフトボール協会

常務理事
審判委員長

　1998年より、公認審判員として審判活動を始める。2007
年より理事、2009年より常務理事などを歴任し、組織の発展
に貢献している。2013年より審判委員長として、18区600名
の本市審判員を統括し、審判員の技能向上に寄与しており、
その功績は誠に顕著である。

◇ 平成29年度 横浜スポーツ表彰 ◇

体育・スポーツの進歩・発展に顕著な功績をなした者、及び価値ある研究調査をなした者

スポーツ功労賞
41名

氏　名 所　属 現 役 職 顕 著 な 功 績
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6 横山　　純

特定非営利
活動法人
日本
ローラースポーツ
連盟

スケート
ボード
委員会
副委員長

　1995年より横浜市中区に本籍を置く一般社団法人日本
スケートボード協会事務局長として、長きにわたりスケート
ボードの普及振興に貢献している。東京2020オリンピック
での正式種目採用の際も、提携団体として組織委員会との
調整に尽力し、メディア対応や、連盟最初の日本選手権大会
の運営など、その功績は誠に顕著である。

鈴木　　満 横浜市柔道協会 監事

　40年という長きにわたり理事として、協会の円滑な組織
運営に尽力し、中体連柔道部のまとめ役を担ったり、港北区
民柔道大会の企画運営にも携わるなど、中学校柔道の発展
と地域柔道の普及振興に寄与したその功績は誠に顕著で
ある。

鈴木　英一 横浜スキー協会 副会長
　長年にわたり競技の普及発展、組織運営に尽力し、1999
年には第50回県総合体育大会担当役員として優勝に貢献
した。これらの功績は誠に顕著である。

小川　伸一 横浜
バレーボール協会 理事

　長年にわたり理事として、市内のみならず国内における
バレーボールの発展に尽力した。特に横浜市小学校バレー
ボール連盟においては、理事長・会長としてのみならず、指
導者としても小学生バレーボールの強化普及に努めた。また、
YOKOHAMAビーチバレーボール大会では役員・広報部長
を務め、参加チーム数の拡大など、大会の企画・運営に大い
に貢献した。　

須貝　政則 横浜
ハンドボール協会 常務理事

　長年にわたり組織に携わっており、大会の企画・運営や生
涯スポーツの発展に尽力しており、ビーチハンドボールに
おいても大会を成功裡に導くなど、その功績は誠に顕著で
ある。

服部　政男 横浜市弓道協会 担当理事

　長年にわたり当協会が運営する元町公園弓道場の管理
責任者として、円滑な運営を行っており、指導責任者として
初心者弓道教室の企画・指導に携わり、競技の普及振興に
寄与している。その功績は誠に顕著である。

小澤　好一
横浜市立
小学校体育
研究会

会長

　長年にわたり会員数1000名を誇る当会において、体育科
教育の充実・発展に大きく貢献した。昨年度開催した第60回
全国小学校体育科教育研究集会・横浜大会の事務局長として、
記念大会にふさわしい企画・運営を行い、横浜の教育力と組
織力を全国にアピールし、高い評価を得るなどその功績は
誠に顕著である。

工藤　政実 横浜市
バドミントン協会 常任理事

　長年にわたり戸塚区バドミントン協会において、競技の
普及と発展に寄与し、現在の戸塚区会員約750名の牽引者
として尽力している。横浜市バドミントン協会においても理
事・常任理事を歴任し、年間7大会の企画運営に携わるなど
貢献している。

千村　　保 横浜市
陸上競技協会 会員

　長年にわたり当協会の役職を歴任し、協会の円滑な運営
に貢献した。審判員としても活躍されるなど、競技の普及発
展にも尽力し、その功績は誠に顕著である。

氏　名 所　属 現 役 職 顕 著 な 功 績
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7濵﨑　文博 横浜市カヌー協会 理事

　1998年神奈川国体前より協会の事業に携わっており、若
手選手への指導育成や大会の円滑な運営等、積年の経験と
ネットワークを活かして尽力している。また、近年は小学生
への体験活動に積極的に取り組み、今なおカヌー競技の底
辺拡大に努めている。その功績は誠に顕著である。

佐藤　征男 横浜野球連盟 常任理事

　当連盟において理事を2年務めた後、常任理事として横
浜市大会及び連盟の運営に積極的に携わっている。特に横
浜市大会開催時の球場責任者や横浜市と全日本軟式野球
連盟主催の全国大会である全日本少年軟式野球大会の運
営を支える裏方業務に地道に取り組むなど、軟式野球の普及・
発展に貢献するこの功績は誠に顕著である。

笹原　健司
横浜
バスケットボール
協会

理事長

　競技委員長として横浜市民大会を中心として大会運営に
尽力し、横浜のバスケットボールの普及と発展に大きく貢
献した。また、日本公認B級審判員として現在も活躍され、
人材の発掘や後進の育成にも尽力されている。現在は理事
長として、協会運営の中心として活躍されているだけでなく、
一般社団法人神奈川県バスケットボール協会の役員として、
神奈川県全体の競技活性化に大きく貢献している。

小清水　貢 一般社団法人
横浜水泳協会

常務理事
総務委員長
障がい
副委員長

　一般社団法人横浜水泳協会の会員として20年以上在籍
している。2011年から法人化検討委員会の委員長として、任
意団体から一般社団法人化に移行するための調査研究に
着手し、県内では神奈川県水泳連盟とともに、各団体や上部
団体と協議しながら、初の法人化の実現に尽力した。この間
協会内の総務業務を取り仕切るなど、当協会にはなくては
ならない存在となった。また競技委員及び障がい委員として、
水泳の普及及び障がい者スポーツの振興に努めるなど、こ
れらの功績は誠に顕著である。

加古　文彦 横浜市
空手道連盟 常任理事

長年にわたり組織の整備及び事業拡大に貢献している。特
に横浜市大会の拡大、都市間交流大会の地元開催、アジア大
会等の空手道競技大会の普及、ザ・ヨコハマパレード･横浜マ
ラソン演武パフォーマンスなど競技の普及振興に尽力した。

平野　佳子
横浜市
レクリエーション
連合

横浜市
フォークダンス
協会
学経理事

　長年にわたり理事として、組織の円滑な運営に貢献し、神
奈川県フォークダンス協会からも表彰を受けている。近年は、
学経理事として、専門的知識を取り入れながら、協会の発展
に寄与している。その功績は誠に顕著である。

和田　雅子
横浜市
レクリエーション
連合

横浜市
シルバー体操･
レクリエーション
指導者連盟
理事
事業部部長

　長年にわたり、地域の高齢者の健康づくりに取り組んで
きたが、平成19年から当連盟の理事となり、さらに事業部部
長にもなるなど要職を歴任し、地域の高齢者の日常生活の
活性化に貢献した。横浜市レクリエーション連合の各行事
及び横浜市体育協会の事業に積極的に協力をし、スポーツ・
レクリエーションの普及・振興に寄与しておりその功績は
誠に顕著である。

田島　隆道 一般社団法人
横浜サッカー協会 理事

　長年にわたり、第4種委員会（少年・少女委員会）に登録す
る約170チームの管理、委員会の強化、さらに大会運営等統
括的な役割を行っている。また、2016年からは理事就任とと
もに、総務委員長として、協会全般の運営の要職を担うなど、
協会の発展に尽力している。その功績は誠に顕著である。

氏　名 所　属 現 役 職 顕 著 な 功 績
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8 吉田　雅彦 横浜野球協会 審判委員

　長年にわたり、審判員として研鑽を積み、全日本大学野球
選手権大会に派遣されるなど活躍した。平成17年より、審判
委員に就任し、技術指導員として、審判員の技術指導を担当
し、正確なジャッジのための研究及び普及に努めた。また、
他団体の審判員と連携を図りながら、人材発掘や正しい野
球のあり方を伝えるなど、多方面で活躍している。協会の強
化と組織拡大に貢献したその功績は誠に顕著である。

久保田敏子 緑区体育協会
部長
緑区
バレーボール
協会会長

　平成5年に緑区家庭婦人バレーボール連盟のブロック長
就任以来、組織の運営に携わっており、平成10年緑区バレー
ボール協会との統合以降は、役職を歴任し普及振興に努め
た。、平成17年より会長として、バレーボールの生涯スポー
ツとしての活性化、審判員の育成など多大に貢献している。
また、緑区体育協会の部長としても運営に積極的に携わる
など、その功績は誠に顕著である。

山野井正郎 港南区体育協会
副会長
港南区
野球協会
会長

　港南区野球協会創立間もない時期より、区民大会役員及
び審判員として精力的に活動を行った。その後、港南区体育
協会副会長、港南区野球協会会長として、組織の円滑な運
営に貢献し、港南区民のスポーツ振興・普及発展に尽力する
など、その功績は誠に顕著である。

横山　典子 港北区体育協会
港北区
ソフトテニス
協会
副会長

　港北区ソフトテニス協会の役員として、推進的な役割を
果たし、家庭婦人･初心者･高齢者への教室の指導を精力的
に行い、底辺を拡げる努力を成してきた。熱心な指導もあり、
関東レディース県代表選手4名を輩出し、自らも県代表に
なるなど活躍した。地域との交流に尽力し、大会運営や後進
への指導を行うなど普及振興に貢献したその功績は誠に顕
著である。

川戸　政角 西区体育協会 会長

　西区バスケットボール協会において、一般の部（10年）、中
学生の部（10年）、ミニバスケットボール（31年）の大会を企
画運営してきた。地域でミニバスケットボール部を創設し、
監督・チーム代表として指揮を執り続けている。現在は地域
への生涯スポーツの普及振興に貢献するなど、その功績は
誠に顕著である。

堤　　　章 神奈川区
体育協会 理事

　長年にわたり、理事として協会の運営に携わるとともに、
神奈川区ダンススポーツ協会においても副会長として活躍し、
組織の運営･発展に寄与している。主に、区のダンススポー
ツ大会や技能講習会を開催して、競技の普及振興に貢献し
ている。

神野　　眞 泉区体育協会 常任理事

　2005年より理事・常任理事などを歴任し、区民のスポーツ
振興に貢献してきた。2006年からは泉弓会の理事として泉
スポーツセンター弓道場の管理運営に携わり、弓道の普及
発展に尽力されるなどその功績は誠に顕著である。

町永　和彦 旭区体育協会 陸上競技部
部長（理事）

　長年にわたり、陸上競技部の運営と審判に携わり中心的
役割を担っている。競技部長として、旭区駅伝（ズーラシア
駅伝）実行委員長として普及振興に尽力し、区民のために育
成活動に努めている。

氏　名 所　属 現 役 職 顕 著 な 功 績
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9林　　紘男 中区体育協会
中区
剣道連盟
理事長

　昭和59年より山手少年剣武会の師範･審判長として、剣
道教士七段の豊富な経験を活かし、少年剣道の発展及び少
年の健全育成に貢献している。神奈川県剣道連盟でも審判
員として、また県立武道館の剣道教室の講師として競技振
興に努めている。中区剣道連盟では、平成18年より要職を
歴任し、現在は理事長と審判長、審査員及び講習会師範を
務め、連盟にはなくてはならない重責を果たしている。　

和田　誠治 戸塚区体育協会
戸塚区
なぎなた協会
会長

　戸塚区民大会の企画･運営の中心となり、なぎなたの基本
形態の普及･指導に努め、大会時の試合進行役員の育成指
導にも積極的に関わり、｢とつか武道フェスティバル｣では
底辺拡大に尽力している。戸塚区体育協会事業にも実行委
員として参加し、スポーツの普及振興に貢献している。

小野　智史 南区体育協会

理事
横浜市
ダンス
スポーツ
連盟会長

　南区ダンススポーツ連盟理事長として就任して以来、初
心者を対象としたダンス教室を開催し受講者は述べ6000
名以上に上る。社会貢献事業として、チャリティダンス大会
を開催･継続させ、その収益を南区社会福祉協議会に寄付し、
表彰を受けている。さらに、2016年からは横浜市ダンススポー
ツ連盟会長として、スポーツダンスの裾野を広げる活動に
着手し、普及振興に尽力している。選手としても、2015年に
ねんりんピックやまぐち大会に横浜市代表選手として出場し、
開会式では選手団旗手を務めた。

芝本　正治 瀬谷区体育協会
常任理事
瀬谷区
陸上競技協会
会長代行

　昭和44年、瀬谷区誕生と同時に発足した瀬谷区陸上競技
協会の発起人の1人であり、長年にわたり要職を歴任して
きた。その間、瀬谷区体育協会の常任理事にも就任し、区民
の陸上競技の振興発展はもちろんのこと、区民の体力向上
並びに地域の活性化に尽力したその功績は誠に顕著である。

横山　謙一 都筑区体育協会

財務委員長
都筑区
ゲートボール
連合副会長･
事務局長･
会計

　高齢者の生涯スポーツとして隆盛を誇っていたゲートボー
ルであったが、国体の公開競技にもなり、会員を競技スポーツ
として意識する様努めた。2015年の｢ねんりんピックやまぐち
大会｣には、佐江戸チームを派遣できるまでに指導するなど
尽力した。近隣4区との主催で親善試合を開催し、事務局長
として近隣地域の活性化に寄与した。2016年からは都筑区
体育協会の財務委員長となり、種々の改革に着手している。

松本留美子 横浜市体操協会 理事
　長年にわたり、要職を歴任し、横浜の体操競技の普及発
展に尽力した。特に中学生期の競技力向上に貢献してきた
その功績は誠に顕著である。

鈴木信太郎 NPO法人
横浜市ボート協会 会長

　前身の横浜市ボート協会の時代より、鶴見川マスターズ
の会長として理事に参加し、大会やイベントの運営に携わ
った。NPO法人設立からも理事に就任し、平成27年度から
は会長に就任。協会の更なる発展と競技の充実に精力的に
取り組み、普及振興に寄与するその功績は誠に顕著である。

齋田　昌仁 磯子区体育協会
磯子区
野球協会
総務部長

　1997年より審判員として、軟式野球・中学・高校野球に派
遣され、アマチュア野球の発展に尽力した。2000年より磯子
区野球協会の総務副部長・総務部長を歴任し、長年にわたり、
基本的理念であるアマチュア野球を通じ地域の方々の交流、
体力向上に貢献されたその功績は誠に顕著である。

氏　名 所　属 現 役 職 顕 著 な 功 績
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10
重黒木英俊 横浜市剣道連盟

神奈川県警察
剣道特別訓練
監督

　神奈川県警察剣道特別訓練監督として、同特別訓練
員である勝見洋介・高橋萌子2名を指導し、全日本選手
権大会で優勝させるなど素晴らしい功績を収める。

高松　正裕 横浜市柔道協会 桐蔭学園
高等学校

　桐蔭学園高等学校柔道部男子を平成29年に団体戦
で高校3冠に導くとともに、個人戦でも優勝者を輩出
するなど卓越した指導力を発揮した。

田中　徳孝 横浜市陸上
競技協会 武相高等学校

　武相高等学校陸上競技部監督として、全国高校総体
において、優勝者をはじめ、上位入賞者を複数育成し卓
越した指導力を発揮した。

村上　純二 横浜市空手道
連盟 理事長

　選手1人1人に合う練習内容を考え、答えを先に言
うのではなく、選手自身に考えさせ、答えを導き出させ
る稽古に取り組んでいる。

大塚　義明
横浜市
スポーツ
チャンバラ協会

理事

　県立武道館スポチャンクラブの指導員として、豊富
な経験と知識による卓越した指導方法により、第43回
全日本スポーツチャンバラ選手権大会や第10回アジア・
オセアニア大会において、優勝を含む多数の入賞者の
育成に貢献した。

坂本　信子 中区体育協会
中区ダンス
スポーツ連盟
理事

　長年にわたり、幼稚園（ヒルズ学園）において園児へ
の指導や大人まで幅広く指導を行い、日本最高峰の三
笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権優勝者を輩出する
など、卓越した能力を発揮した。

小林　秀行 瀬谷区体育協会
横浜隼人
中学校・
高等学校

　13年にわたり、日々横浜隼人中学・高等学校女子卓
球部の指導にあたり、卓越した指導力で全国大会等で
輝かしい成績を収めた。

髙橋　義則
障害者
スポーツ
文化センター
横浜ラポール

全国障害者
スポーツ大会
横浜市選手団
陸上競技チーム
監督

　1998年かながわゆめ大会以降、横浜市選手団陸上競
技チームの監督として、数多くの金メダリストや大会
記録保持者を輩出しており、卓越した指導力を発揮し
ている。　

瀬尾　京子 横浜市体操協会 日本体育大学
　長年にわたり、日本体育大学体操競技部女子チーム
の指導にあたり、卓越した指導力で数々の輝かしい成
績を収めた。

竹花康太郎 横浜市
健康福祉局

横浜市立
横浜ろう特別
支援学校
教員

　選手として活躍しながら、指導者としても卓越した
指導力で輝かしい成績を収めた。

体育・スポーツの指導者として、優秀な選手又はチームを育成した者

優秀指導者賞

氏　名 所　属 現 役 職 顕 著 な 功 績

10 名



― 11 ―

二　校

11田中　　空 武相高等学校 ASBCアジアジュニア選手権大会 66kg級 優勝

笹尾明日香 横浜隼人高等学校 天皇杯・皇后杯平成28年度
全日本卓球選手権大会 ジュニア女子 優勝

仲澤友莉菜 杉浦紀子
バトンスタジオ

第9回WBTFインター
ナショナルカップ

アーティスティック
ペア種目　シニア部門 第1位

平久井愛由 杉浦紀子
バトンスタジオ

第9回WBTFインター
ナショナルカップ

アーティスティック
ペア種目　シニア部門 第1位

齋藤　　晟 杉浦紀子
バトンスタジオ

第42回全日本バトン
トワーリング選手権大会

ソロトワール種目
男子ジュニア
U－12部門

第1位

トゥーバトン種目
男子ジュニア
U－12部門

第1位

第9回WBTFインター
ナショナルカップ

トゥーバトン種目
男子ジュニア部門 第4位

山村　美波 ヨコハマリトル
メジャレッツ

第9回WBTFインター
ナショナルカップ

トゥーバトン種目
シニア部門 第5位

荒井　久範 ヨコハマリトル
メジャレッツ

第42回全日本バトン
トワーリング選手権大会

スリーバトン種目
男子ジュニア
U－17部門

第1位

第9回WBTFインター
ナショナルカップ

スリーバトン種目
男子ジュニア部門 第2位

山口　梨花 森村学園初等部 2017オールキッズ
トライアスロン大会 小学2年女子の部 優勝

勝見　洋介 神奈川県警察 第64回全日本剣道選手権大会 優勝

高橋　萌子 神奈川県警察 第56回全日本女子剣道
選手権大会 優勝

村尾三四郎 桐蔭学園高等学校

平成29年度全日本カデ柔道
体重別選手権大会 男子90kg級 優勝

第66回全国高等学校柔道大会 男子90kg級 優勝

賀持　喜道 桐蔭学園高等学校 平成29年度全日本カデ柔道
体重別選手権大会 男子81kg級 優勝

朝飛　七海 桐蔭学園高等学校 第66回全国高等学校柔道大会 女子70kg級 優勝

林　　純子 逗子なぎさ 第35回全日本レディース
バドミントン選手権大会 クラブ対抗戦 優勝

泉谷　駿介 武相高等学校 平成29年度全国高等学校
総合体育大会陸上競技大会 男子八種競技 優勝

館澤　亨次 東海大学

第101回日本陸上競技
選手権大会 男子1500m 優勝

2017日本学生陸上競技
個人選手権大会 男子1500m 優勝

宮坂　　楓 ニッパツ 第101回日本陸上競技
選手権大会 女子三段跳 優勝

著名な大会で優秀な成績を示した者

優秀選手賞

氏　名 所　属 大 会 名 種 目 等 成　績

78名
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12 今村　咲織 順天堂大学 天皇賜盃第86回日本学生
陸上競技対校選手権大会 女子10000m 優勝

北村　　夢 日本体育大学 2017日本学生陸上競技
個人選手権大会 女子800m 優勝

江島　雅紀 日本大学

2017日本学生陸上競技
個人選手権大会 男子棒高跳 優勝

第101回日本陸上競技
選手権大会 男子棒高跳 2位

米山　大晟 横浜市立
茅ケ崎中学校

第44回全日本中学校陸上
競技選手権大会 男子4種競技 優勝

大谷　憲弘 エスクァティア 第46回全日本男子パワー
リフティング選手権大会 男子74kg級 第2位

鈴木　　豪 エスクァティア 第46回全日本男子パワー
リフティング選手権大会 男子66kg級 第3位

田村　　陽 神奈川県立
厚木商業高等学校

第35回全日本高等学校パワー
リフティング選手権大会 男子59kg級 優勝

長谷川直輝 Kʼs GYM横浜 第28回全日本ベンチプレス
選手権大会 男子93kg級 優勝

赤川　智子 アサマ
トレーニングクラブ

第41回全日本女子パワー
リフティング選手権大会 女子52kg級 優勝

松尾賢太朗
第72回愛顔つなぐえひめ
国体公開競技パワー
リフティング大会

男子74kg級 優勝

柳川　大樹 スポーツプラザ
報徳金沢

第39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13-14歳100m
背泳ぎ 優勝

男子13-14歳200m
背泳ぎ 優勝

竹内　智哉 ヨコハマ
スイミングクラブ

第39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CS200m
個人メドレー 優勝

中田圭帆子
イトマン
スイミングスクール
永田台校

第39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11-12歳100m
バタフライ 優勝

泉原　凪沙

コナミ
スポーツクラブ
天王町

第39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13-14歳100m
背泳ぎ 優勝

女子13-14歳200m
背泳ぎ 優勝

横浜市立
鶴ケ峯中学校

第57回全国中学校
水泳競技大会

女子100m背泳ぎ 優勝

女子200mバタフライ 優勝

小林　　麗
イトマン
スイミングスクール
港北校

第39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CS50m平泳ぎ 優勝

小方　　颯
イトマン
スイミングスクール
港北校

第40回全国JOC
ジュニアオリンピックカップ
夏季水泳競技大会

男子13-14歳400m
個人メドレー 優勝

佐藤　凛子 全日本空手道
一友会横浜飯塚道場

第17回全日本少年少女
空手道選手権大会

小学校1年生女子
形の部 優勝

髙木　真由 全日本空手道
志空会横浜道場

第17回全日本少年少女
空手道選手権大会

小学校3年生女子
組手の部 優勝

氏　名 所　属 大 会 名 種 目 等 成　績



― 13 ―

二　校

13三浦　拓己 横浜北松濤館 第17回全日本少年少女
空手道選手権大会

小学校5年生男子
組手の部 優勝

雨宮　悠華 櫻空横浜本部道場 第13回全日本障がい者
空手道競技大会

女子組手
第1部-1-1-1 優勝

山村　知暉 横国翔剣会
スポチャンクラブ

第10回アジア・
オセアニア大会

長剣フリー
1級〜2級の部 準優勝

棒・杖・長巻の部 3位

渡邉　珠怜 県立武道館
スポチャンクラブ

第10回アジア・
オセアニア大会 楯小太刀5級〜6級 優勝

渡邉　理仁 県立武道館
スポチャンクラブ

第43回全日本スポーツ
チャンバラ選手権大会 楯小太刀9級〜10級 優勝

第10回アジア・
オセアニア大会

基本動作9級〜10級 準優勝

小太刀9級〜10級 優勝

楯小太刀9級〜10級 準優勝

奥永　悟生 山王台
スポチャンクラブ

第43回全日本スポーツ
チャンバラ選手権大会 楯小太刀5級〜6級 優勝

第10回アジア・
オセアニア大会

基本動作5級〜6級 準優勝

小太刀5級〜6級 準優勝

楯小太刀5級〜6級 準優勝

伊藤　　匠 横浜馬車道
スポチャンクラブ

第10回アジア・
オセアニア大会

基本動作9級〜10級 3位

小太刀9級〜10級 3位

松田　知幸 神奈川県警察

ISSFワールドカップ
ファイナル大会

10mエアピストル
男子60発競技

優勝
（世界新記録）

ISSFワールドカップ
ニューデリー大会

10mエアピストル
男子60発競技

優勝
（世界新記録）

第72回国民体育大会
ライフル射撃競技会

10mエアピストル
男子60発競技

優勝
（日本新記録）

一ノ渡　桜 法政大学

平成28年度全日本
ライフル射撃競技選手権大会

10mエア・ライフル
女子立射40発競技 優勝

第72回国民体育大会
ライフル射撃競技会

成年女子10m
エア・ライフル立射
（40発）

優勝

岩佐　　暖 神奈川大学

ISUワールドカップショート
トラックスピードスケート
第3戦上海大会

男子5000mリレー 第7位

第64回全日本都道府県対抗
ショートトラックスピード
スケート競技会

成年男子3000m 優勝

成年男子5000mリレー 優勝

齋藤　　慧 神奈川大学
第64回全日本都道府県対抗
ショートトラック
スピードスケート競技会

成年男子500m 優勝

成年男子5000mリレー 優勝

神保　悠馬 横浜修悠館
高等学校 第29回全国高校生銃剣道大会 個人戦男子3年生の部 優勝

平松　花音 本間道場 平成29年度全日本少年少女
武道（銃剣道）錬成大会

銃剣道個人戦
小学1・2年生の部 優勝

氏　名 所　属 大 会 名 種 目 等 成　績
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14 平松　望奈 本間道場 平成29年度全日本少年少女
武道（銃剣道）錬成大会

銃剣道個人戦
女子小学5・6年生の部 優勝

短剣道個人戦
小学5・6年生の部 優勝

海老原拳人 チームヒルズ アジアワールドダンス
スポーツフェスティバル2017 ラテン部門 6位

タカギルナ チームヒルズ アジアワールドダンス
スポーツフェスティバル2017 ラテン部門 6位

小嶋みなと チームヒルズ 第37回三笠宮杯全日本
ダンススポーツ選手権 スタンダード部門 優勝

盛田めぐみ チームヒルズ 第37回三笠宮杯全日本
ダンススポーツ選手権 スタンダード部門 優勝

岡部　祐介 ライフネット生命
保険株式会社

第17回全国障害者
スポーツ大会 男子200m　27-1 第1位

第23回夏季デフリンピック
競技大会サムスン2017 4×400mリレー 第5位

小林　久枝
障害者スポーツ
文化センター
横浜ラポール

第17回全国障害者
スポーツ大会

女子100m　4-2 第1位

女子走幅跳　4-2 第1位

佐藤夏菜子
障害者スポーツ
文化センター
横浜ラポール

第17回全国障害者
スポーツ大会

女子スラローム　
16-1 第1位

階戸　健太 神奈川県立
上矢部高等学校

第17回全国障害者
スポーツ大会

男子100m　1-1 第1位

男子立幅跳　1-1 第1位

髙居　千紘 日本体育大学 第17回全国障害者
スポーツ大会 男子走高跳　27-1 第1位

花牟禮　潔 横浜市立
盲特別支援学校

第17回全国障害者
スポーツ大会

男子ソフトボール投　
26-1 第1位

本　由佳子 品川区役所 第17回全国障害者
スポーツ大会

女子25m自由形　
18-2 第1位

女子25mバタフライ　
18-2 第1位

浜本　純矢 日出学園
日出高等学校

第17回全国障害者
スポーツ大会

男子25m自由形　4-1 第1位

男子50mバタフライ　
4-1 第1位

林田　泰河 神奈川区役所 第17回全国障害者
スポーツ大会

男子25m平泳ぎ　27 第1位

男子50m平泳ぎ　27 第1位

男子200mリレー　27 第1位

本郷　雅博 株式会社
東急ウィル

第17回全国障害者
スポーツ大会 男子200mリレー　27 第1位

上田　真義
第一生命
チャレンジド
株式会社

第17回全国障害者
スポーツ大会 男子200mリレー　27 第1位

氏　名 所　属 大 会 名 種 目 等 成　績
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15
氏　名 所　属 大 会 名 種 目 等 成　績

芹澤美希香 神奈川県立
麻生養護学校

第17回全国障害者
スポーツ大会

女子25m平泳ぎ　27 第1位

女子50m平泳ぎ　27 第1位

女子200mリレー　27 第1位

武田　芳徳
社会福祉法人共助会
特別養護老人ホーム
福寿園横浜

第17回全国障害者
スポーツ大会

フライングディスク
ディスタンス
メンズ・スタンディング

第1位

齊藤　元希 横浜隼人高等学校 第17回全国障害者
スポーツ大会

卓球（一般卓球）　
10-1 第1位

北本　理子 横浜市立
盲特別支援学校

第17回全国障害者
スポーツ大会

卓球
（サウンドテーブルテニス）
15-1

第1位

吉川　碧人 株式会社
ニッパツハーモニー

第17回全国障害者
スポーツ大会

卓球（一般卓球）　
18-少年 第1位

木下　佑輝 株式会社ひなり 第17回全国障害者
スポーツ大会

卓球（一般卓球）　
18-青年 第1位

堀内　信雄
障害者スポーツ
文化センター
横浜ラポール

第17回全国障害者
スポーツ大会

卓球（一般卓球）　
18-壮年 第1位

中島　和子 浜卓会
第一三共ヘルスケア・
レディース2017・
第40回全国レディース卓球大会

ダブルスB 優勝

鈴木　弥生 本間道場 第16回全日本短剣道大会 女子団体 優勝

白井　健三 日本体育大学

第47回世界体操競技
選手権大会

男子種目別個人総合 第3位

男子種目別ゆか 優勝

男子種目別跳馬 優勝

第71回全日本学生体操競技
選手権大会

男子個人総合 優勝

男子種目別ゆか 優勝

村上　茉愛 日本体育大学

第47回世界体操競技
選手権大会

女子個人総合 第4位

女子種目別ゆか 優勝

第71回全日本学生体操競技
選手権大会

女子個人総合 第2位

女子種目別跳馬 優勝

女子種目別ゆか 優勝

第71回全日本体操競技
総合選手権大会 女子個人総合 優勝

竹花康太郎 横浜市立ろう
特別支援学校

第23回夏季デフリンピック
競技大会 男子棒高跳び 第4位

池田ブライアン 
　　  　雅貴 慶應義塾大学 第23回夏季デフリンピック

競技大会 男子4×400mリレー 第5位

田嶋　将太 よこはまYSMC
体操クラブ

2017全日本ジュニア体操競技
選手権大会東西決勝大会

男子Aクラス
種目別あん馬 優勝
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16
横浜隼人中学校
女子卓球部

横浜隼人中学校 第18回全国中学選抜
卓球大会 女子団体戦 優勝

（監　督）大越時恵
（コーチ）中間卓也
（選　手）遠藤優葉、小畑美月、佐伯友紀奈、松井薫音、新井和夏葉、
　　　　　佐藤帆華、遠山美涼

桐蔭学園高等学校
柔道部男子

桐蔭学園高等学校

第66回全国高等学校
柔道大会 男子団体戦 優勝

第39回全国高等学校
柔道選手権大会 男子団体戦 優勝

（監　督）高松正裕
（選　手）関根聖隆、湯本祥真、佐藤虎太郎、村尾三四郎、千野根有我、賀持喜道

桐蔭学園高等学校
柔道部女子

桐蔭学園高等学校 第66回全国高等学校
柔道大会 女子団体戦 優勝

（監　督）廣川真由美
（選　手）朝飛七海、野澤知莉、渡邉明日香、朝飛真実

神奈川A
神奈川県 第19回全国高等学校

定時制通信制体育大会 バドミントン 優勝

（監　督）此島秀明
（選　手）松浦大也、鈴木拓貴、酒井　翔、小林將貴、竹田成貴

神奈川大学
陸上競技部
駅伝チーム

神奈川大学 秩父宮賜杯第49回全日本
大学駅伝対校選手権大会 男子駅伝 優勝

（監　督）大後栄治
（選　手）山藤篤司、大塚　倭、荻野太成、鈴木祐希、越川堅太、安田共貴、
　　　　　大川一成、鈴木健吾

日本体育大学
陸上競技チーム

日本体育大学 第101回日本陸上競技
選手権リレー競技大会

女子4×100m
リレー 優勝

（監　督）小林史朗
（選　手）湯淺佳那子、広沢真愛、森美悠、福田真衣

日本体育大学
陸上競技チーム

日本体育大学 天皇賜盃第86回日本学生
陸上競技対校選手権大会

女子4×400m
リレー 優勝

（監　督）小林史朗
（選　手）小林茉由、広沢真愛、森美悠、北村　夢

川上北
ブルーデビルス

横浜バスケットボール
協会

JX-ENEOS
第48回全国ミニバスケット
ボール大会

バスケット
ボール 優勝

（コーチ）三橋雅彦
（A.コーチ）野田千秋
（マネージャー）古山幸代
（選　手）青木 らするな 月、三宅亜弥、野田陽夏、古山未紗、高見果朋、山本うみ、
　　　　　餅田彩花、青木 星 みどり、湯澤ななみ、北村杏月、久下沼聞夏、
　　　　　竹町百音、圓谷百可、辰野莉子、古山　結

著名な大会で優秀な成績を示したチーム

優秀選手賞

氏名・チーム名 所 属 名 大 会 名 種 目 等 成　績

12チーム
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17イトマン
スイミングスクール
港北校

イトマン港北校
第40回全国JOCジュニア
オリンピックカップ
夏季水泳競技大会

男子13-14歳
400m
フリーリレー

優勝

（監　督）原　利行
（コーチ）谷口志乃
（選　手）山浦一真、濱田京吾、有田達哉、小方　颯

神奈川選抜
本間道場 第61回全日本銃剣道

優勝大会 銃剣道 優勝

（監督）安西直毅
（選手）鈴木崇之、野原　崇、野田峻祐

日本体育大学
体操競技部
女子チーム

日本体育大学 第71回全日本
学生体操競技選手権大会 女子団体総合 優勝

（監　督）瀬尾京子
（選　手）笹田夏実、古賀ほのか、村上茉愛、中村有美香、長野友香、
　　　　　佐野亜里紗

桐蔭学園高等学校
ラグビー部

桐蔭学園高等学校 第18回全国高等学校選抜
ラグビーフットボール大会 ラグビー 優勝

（監　督）藤原秀之
（選　手）山本耕生、田中慶伸、細木康太郎、森田雅之、小澤　翔、小島静也、
　　　　　原　朋輝、髙田風吾、小西泰聖、田村魁世、中村大地、若松大智、
　　　　　竹下日向、佐々木隼、黒木陽斗、麻生典宏、紀伊遼平、山本開斗、
　　　　　安達拓海、鷲塚健志、今野勇久、平形風人、西山周作、桑原礼紀、
　　　　　丸山和真、柴田悠太郎、伊藤峻祐、江川剛人、射場福太郎、松尾東一郎

氏名・チーム名 所 属 名 大 会 名 種 目 等 成　績
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18
平島　夏帆 池上支部照己館

文部科学大臣杯第60回
小学生・中学生
全国空手道選手権大会

個人戦　小学5年生
女子　形の部 優勝

船越義珍杯第14回
少年世界空手道選手権大会

個人戦　11歳
女子　形の部 準優勝

石河　惠美 浜卓会 第8回国際クラス別
パラ卓球選手権大会

シングルス
クラス9 優勝

ダブルス　6－S 優勝

境　真由美 横浜
スポーツマンクラブ

第79回全日本ベテラン
テニス選手権大会ʼ17

女子65才以上
ダブルス 優勝

土佐　昭子 浜卓会 平成29年度全日本卓球
選手権大会マスターズの部

女子ハイエイティ
（85才以上） 優勝

珠玖　幸子 浜卓会 平成29年度全日本卓球
選手権大会マスターズの部

女子ローエイティ
（80才以上） 優勝

鈴木　常夫 横浜市柔道協会
2017年日本ベテランズ
国際柔道大会第14回
日本マスターズ柔道大会

男子個人戦M7
66kg級（60〜64才） 優勝

松本　勇治 神奈川県警察
2017年日本ベテランズ
国際柔道大会第14回
日本マスターズ柔道大会

男子個人戦M3
90kg級（40〜44才） 優勝

田中　秀昌 横浜市立
上郷中学校

2017年日本ベテランズ
国際柔道大会第14回
日本マスターズ柔道大会

男子個人戦M2
73kg級（35〜39才） 優勝

坂本　周作 あざみ野柔友会
2017年日本ベテランズ
国際柔道大会第14回
日本マスターズ柔道大会

男子個人戦M2
90kg級（35〜39才） 優勝

池田百合子 EDGE 第34回日本マスターズ
水泳選手権大会

女子100mバタフライ
45〜49才区分

優勝
（日本新記録）

女子200m個人メドレー
45〜49才区分

優勝
（日本新記録）

池田　正輝 EDGE 2017年度日本マスターズ
水泳短水路大会

男子25mバタフライ
45〜49才区分

優勝
（日本新記録）

吉村　華余 EDGE 2017年度日本マスターズ
水泳短水路大会

女子4×25mメドレーリレー
160〜199才区分

優勝
（日本新記録）

女子4×100mメドレーリレー
160〜199才区分

優勝
（世界新記録）

女子4×100mフリーリレー
160〜199才区分

優勝
（日本新記録）

綿貫麻衣子 EDGE 2017年度日本マスターズ
水泳短水路大会

女子4×25mメドレーリレー
160〜199才区分

優勝
（日本新記録）

女子4×100mメドレーリレー
160〜199才区分

優勝
（世界新記録）

女子4×100mフリーリレー
160〜199才区分

優勝
（日本新記録）

マスターズ選手権大会等において優秀な成績をあげた者

スポーツ奨励賞（優秀選手）

氏　名 所　属 大 会 名 種 目 等 成　績

60名
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19田窪　　達 EDGE 日本スポーツマスターズ
2017兵庫大会

混合200m
フリーリレー
120才の部

優勝

三浦　彩華
スポーツクラブ
ルネサンス
港南台

第34回日本マスターズ
水泳選手権大会

女子200m平泳ぎ
40〜44才区分 優勝

女子100m平泳ぎ
40〜44才区分 優勝

日本スポーツマスターズ
2017兵庫大会

女子100m平泳ぎ
40〜44才区分 優勝

小原　明徳 ザバス藤が丘 2016年度日本マスターズ
水泳長距離大会

混合4×200m
フリーリレー
320〜359才区分

日本新記録

富田　健一 ザバス藤が丘 2016年度日本マスターズ
水泳長距離大会

混合4×200m
フリーリレー
320〜359才区分

日本新記録

富田　智子 ザバス藤が丘 2016年度日本マスターズ
水泳長距離大会

混合4×200m
フリーリレー
320〜359才区分

日本新記録

古田　和子 ザバス藤が丘 2016年度日本マスターズ
水泳長距離大会

混合4×200m
フリーリレー
320〜359才区分

日本新記録

浅田　　治 ザバス藤が丘 2016年度日本マスターズ
水泳長距離大会

男子4×100m
フリーリレー
320〜359才区分

優勝

小口真利子 ザバス藤が丘 2016年度日本マスターズ
水泳長距離大会

女子1500m自由形
60〜64才区分 優勝

畑中　浩和 両国きんぎょ

第34回日本マスターズ
水泳選手権大会

男子200m自由形
55〜59才区分 優勝

2017年度日本マスターズ
水泳短水路大会

男子4×200m
フリーリレー
240〜279才区分

優勝
（日本新記録）

手中　　正 両国きんぎょ 2018年度日本マスターズ
水泳短水路大会

男子800m自由形
75〜79才区分 優勝

畔柳美津子 両国きんぎょ 第34回日本マスターズ
水泳選手権大会

女子200m背泳ぎ
40〜44才区分 優勝

渋谷　浩志 日本スポーツマスターズ
2017兵庫大会

混合200m
メドレーリレー
200才の部

優勝

小野　房子 日本スポーツマスターズ
2017兵庫大会

女子200m個人メドレー
70〜74才区分 優勝

女子200mメドレーリレー
280才の部 優勝

伊藤　　篤 コナミスポーツ
クラブ横浜

2017年度日本マスターズ
水泳短水路大会

男子800m自由形
50〜54才区分 日本新記録

秋山　浩二 コナミスポーツ
クラブ横浜

2017年度日本マスターズ
水泳短水路大会

混合4×25mフリーリレー
200〜239才区分 優勝

菊原　珠花 チームカナロア 日本スポーツマスターズ
2017兵庫大会

女子200mメドレーリレー
280才の部 優勝

氏　名 所　属 大 会 名 種 目 等 成　績
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20 渡邉　改三 サンウェイ横浜 2017年度日本マスターズ
水泳短水路大会

男子25m背泳ぎ
90〜94才区分 優勝

男子100m自由形
90〜94才区分 優勝

坂上　優子 サンウェイ横浜 2016年度日本マスターズ
水泳長距離大会

混合4×200mフリーリレー
320〜359才区分

優勝
（日本新記録）

馬江　治喜 サンウェイ横浜 2016年度日本マスターズ
水泳長距離大会

混合4×200mフリーリレー
320〜359才区分

優勝
（日本新記録）

仲丸　徹雄 サンウェイ横浜 2016年度日本マスターズ
水泳長距離大会

混合4×200mフリーリレー
320〜359才区分

優勝
（日本新記録）

米沢　祥子 サンウェイ横浜 2017年度日本マスターズ
水泳短水路大会

女子100m自由形
80〜84才区分

優勝
（日本新記録）

女子200m自由形
80〜84才区分

優勝
（日本新記録）

鴨下美江子 サンウェイ横浜 2017年度日本マスターズ
水泳短水路大会

女子50m自由形
90〜94才区分

優勝
（日本新記録）

女子100m自由形
90〜94才区分

優勝
（日本新記録）

寺田　定夫 サンウェイ横浜 第34回日本マスターズ
水泳選手権大会

男子50m背泳ぎ
80〜84才区分 優勝

小葉松能理子 mimi
スイミングクラブ

日本スポーツマスターズ
2017兵庫大会

女子100m背泳ぎ
60〜64才区分 優勝

女子50m背泳ぎ
60〜64才区分 優勝

2017年度日本マスターズ
水泳短水路大会

女子100m背泳ぎ
60〜64才区分 優勝

女子50m背泳ぎ
60〜64才区分 優勝

女子25m背泳ぎ
60〜64才区分 優勝

小林　　薫 ネクシス本牧 日本スポーツマスターズ
2017兵庫大会

女子200m個人メドレー
40〜44才区分 優勝

下野　育朗 寿泳クラブ 2017年度日本マスターズ
水泳短水路大会

男子200m個人メドレー
80〜84才区分

優勝
（世界新記録）

佐藤　花月 櫻空
横浜本部道場

日本スポーツマスターズ
2017兵庫大会 男子組手2部 優勝

多田　　悟 県立武道館
スポチャンクラブ

第43回全日本
スポーツチャンバラ選手権大会

マスター打突競技部門
「オヤカタ」 優勝

三村　逸人 日本体育大学

第25回フィンスイミング
短水路日本選手権大会

男子100mCMAS
ビーフィン

優勝
（日本新記録）

第29回フィンスイミング
日本選手権大会

男子200mCMAS
ビーフィン 優勝

第53回横浜国際プール
短水路記録会・泳力検定会

男子100mCMAS
ビーフィン 日本新記録

吉川　剛秀 神奈川県マスターズ
陸上競技連盟

国際・第38回全日本マスターズ
陸上競技選手権大会 M30　3000mSC 第1位

第7回安曇野陸上競技記録会 M30　男子1マイル マスターズ
日本新記録

氏　名 所　属 大 会 名 種 目 等 成　績
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21小林　　裕 神奈川県マスターズ
陸上競技連盟

国際・第38回全日本マスターズ
陸上競技選手権大会 M50　100mH 第1位

髙橋　葉子 神奈川県マスターズ
陸上競技連盟

国際・第38回全日本マスターズ
陸上競技選手権大会 W55　4×100mR 第1位

笹目　修央 神奈川県マスターズ
陸上競技連盟

国際・第38回全日本マスターズ
陸上競技選手権大会 M40　4×100mR 第1位

草川　元一 神奈川県マスターズ
陸上競技連盟

国際・第38回全日本マスターズ
陸上競技選手権大会 M40　4×100mR 第1位

山崎真千子 神奈川県マスターズ
陸上競技連盟

2016年世界マスターズ
陸上競技選手権大会

W55 300mハードル 第2位
W55 棒高跳 第2位
W55 7種競技 第2位

国際・第38回全日本マスターズ
陸上競技選手権大会

W55　200m 第1位
W55　4×100mR 第1位

畠中　正司 神奈川県マスターズ
陸上競技連盟

国際・第38回全日本マスターズ
陸上競技選手権大会 M80　4×100mR 第1位

一瀬　正治 神奈川県マスターズ
陸上競技連盟

第30回記念埼玉マスターズ
陸上競技選手権大会 M80　立五段跳 日本新記録

国際・第38回全日本マスターズ
陸上競技選手権大会 M80　4×100mR 第1位

第20回アジアマスターズ
陸上競技選手権大会

M80　走り幅跳 第1位
M80　走り高跳 第1位
M80　三段跳 第1位
M80  100m 第1位
M80　4×100mR 第1位

市來　　眞 神奈川県マスターズ
陸上競技連盟

2017大邱世界マスターズ
室内陸上競技大会

M35　ハンマー投 第1位
M35　重量投 第1位

松本　伸一 神奈川県マスターズ
陸上競技連盟

2017大邱世界マスターズ
室内陸上競技大会 M55　ハンマー投 第8位

萩原真由美 神奈川県マスターズ
陸上競技連盟

第28回全日本マスターズ
混成陸上競技選手権大会 W45　重量五種競技 第1位

髙橋　百恵 横浜市
バドミントン協会

第34回全日本シニア
バドミントン選手権大会

40歳以上女子
ダブルス 第1位

小金井美和 横浜市
バドミントン協会

第34回全日本シニア
バドミントン選手権大会

40歳以上女子
ダブルス 第1位

渡辺　直人 横浜市
バドミントン協会

第34回全日本シニア
バドミントン選手権大会

70歳以上混合
ダブルス 第1位

近藤　明子 横浜市
バドミントン協会

第34回全日本シニア
バドミントン選手権大会

75歳以上混合
ダブルス 第1位

小山　包博 横浜市
バドミントン協会

第34回全日本シニア
バドミントン選手権大会

75歳以上男子
シングルス 第1位

広瀬百合香
セントラル
フィットネスクラブ
東戸塚

第34回日本マスターズ
水泳選手権大会

女子200mバタフライ
45〜49歳区分 優勝

松下　武蔵
社団法人
極真会館
神奈川県
井上道場

第22回オープントーナメント
少年少女全日本空手道選手権
大会グランドチャンピオン
決定戦

小学6年生
男子の部 優勝

氏　名 所　属 大 会 名 種 目 等 成　績
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二　校

22
横浜シニア

一般社団法人
横浜サッカー協会

第5回全国シニア
（40歳以上）サッカー大会 サッカー 優勝

（監　督）森谷康雄
（選　手）遠山徹次、青木弘敦、中田克彦、乙丸克之、島田豊久、中村元彦
　　　　　永山　晃、川元正英、伊藤善彦、横溝真平、檀原　亘、梁島泰之、半田力也
　　　　　山本一滋、青木直史、安倍一夫、佐野晴謙、大坪陽介、澁谷栄祐、村田茂儀
　　　　　芳住慶太、奥野泰孝、榎本　晋、宮森隆行、小圷昭仁、山本政人、箕輪義信
　　　　　太川　龍、草柳　聡、岡本崇吾、鳥居　亮

養神館合気道
精晟会都筑

養神館合気道精晟会 第62回全日本
養神館合気道総合演武大会 ファミリー演武 優秀演武賞

（選　手）牧野　豊、牧野小夜、牧野　惺、牧野明美

マスターズ選手権大会等において優秀な成績を示したチーム

スポーツ奨励賞（チーム）

氏　名 所　属 大 会 名 種 目 等 成　績

2 チーム


