
体育功労賞受賞候補者
個人の部



氏　　名 ふりがな 推薦団体 学年

武田　長三 たけだ　ちょうぞう

小野　正敬 おの　まさよし

氏　　名 ふりがな 推薦団体 学年

三部　航平 さんべ　こうへい 東根市卓球協会

氏　　名 ふりがな 推薦団体 学年

青野　朱李 あおの　しゅり
山形県立山形中央高等学校
（東根市出身）

３年

佐藤　凱亞 さとう　がいあ
山形県立谷地高等学校
（東根市出身）

３年

工藤　椰己 くどう　やこ
東海大学山形高等学校
（東根市出身）

１年

氏　　名 ふりがな 推薦団体 学年

長沼　道博 ながぬま　みちひろ 山形県銃剣道連盟　東根支部

赤平　翔太 あかひら　しょうた
山形県銃剣道連盟　東根支部
（陸上自衛隊第２０普通科連隊）

三上　弘治 みかみ　こうじ

佐藤　憲明 さとう　のりあき

三部　航平 さんべ　こうへい 東根市卓球協会

神尾　久生 かみお　ひさお
公益財団法人 東根市体育協会
評議員会

氏　　名 ふりがな 推薦団体 学年

齊藤　丈 さいとう　じょう
山形県立山形東高等学校
（東根市出身）

２年

東根市パークゴルフ協会の指導普及部長として１０年間、協会の職務、活動に尽力され、
協会の発展に長年貢献され、職を辞した。

東根市パークゴルフ協会の事務局長・会計として１２年間、協会の職務、活動に尽力され、
協会の発展に長年貢献され、職を辞した。

【　殊　勲　賞　】

　　高校生の部
功　労　事　由

第６回近代３種日本選手権大会兼第１３回JOCジュニアオリンピックカップ
ジャパン近代３種シリーズ２０１８ファイナル大会
高校・一般女子の部　第１位　記録：水泳　　　　　２分４４秒７２　第４位
　　　　　　　　　　　　　　　　　射撃・ラン　１１分３５秒　　　第１位
　　　　　　　　　　　　　　　　　総合　　　　１４分１９秒　　　第１位

　　一般の部
功　労　事　由

平成３０年度全日本大学総合卓球選手権大会
男子団体　優勝　専修大学

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
男子学校対抗　第１位

平成３０年度全日本大学総合卓球選手権大会
男子シングルス　第３位
男子ダブルス　　第３位（三部航平・及川瑞基ペア）
ITTFワールドツアープラチナ韓国オープン
男子U２１シングルス　準優勝

第２２回山形マスターズ陸上競技選手権大会
４００ｍH　M５０　第１位　記録：１分０５秒８４
第３５回東北マスターズ陸上競技選手権大会
男子４００ｍH　M５０　第１位　記録：１分０４秒４９
男子１００ｍH　M５０　第１位　記録：　　１５秒６７
第３９回全日本マスターズ陸上競技選手権大会
１００ｍH　M５０　第３位　記録：　　１５秒５６
４００ｍH　M５０　第３位　記録：１分０４秒６１
第２６回山形県スポーツ・レクリエーション祭
マスターズ陸上競技大会
１００ｍH　M５５　第１位　記録：　　１５秒０９（大会新）
４００ｍH　M５５　第１位　記録：１分０３秒３５（日本新）

功　労　事　由

東根市陸上競技協会

 　 高校生の部

第４５回東北総合体育大会山形県予選会
自衛官の部 普通科中隊の部　優勝

第３５回東北マスターズ陸上競技選手権大会
男子砲丸投　M７５　第２位　記録：　８ｍ９２
男子円盤投　M７５　第３位　記録：１６ｍ５５
第２６回山形県スポーツ・レクリエーション祭
マスターズ陸上競技大会
砲丸投　M７５　第１位　記録：　８ｍ２３

【　栄　光　賞　】

　　一般の部
功　労　事　由

第３４回U20日本陸上競技選手権大会
U20女子１００ｍ　第１位　記録：１１．６５
U20女子２００ｍ　第１位　記録：２３．６９

第４５回東北総合体育大会山形県予選会
一般の部 ６０歳以下の部　優勝

第２９回秋季東北マスターズ水泳競技大会
６５～６９歳　５０ｍ自由形　第２位　記録：　　３６秒９９
６５～６９歳１００ｍ自由形　第２位　記録：１分２８秒１８

平成３０年度第６９回山形県高等学校総合体育大会
フェンシング男子個人サーブル　第１位

東根市パークゴルフ協会

【　感　謝　状　】

　　一般の部
功　労　事　由
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氏　　名 ふりがな 推薦団体 学年

大原　和也 おおはら　かずや
山形県立山形南高等学校
（東根市出身）

３年

秋葉　理名 あきば　りな ３年

渡部　友香 わたなべ　ゆうか ３年

安達　里緒 あだち　りお ３年

早坂　武挙 はやさか　むげん ３年

安食　颯斗 あじき　はやと ２年

森谷　海威 もりや　かい １年

青野　朱李 あおの　しゅり ３年

青野　心音 あおの　ここね ２年

阿部　璃音 あべ　りおん １年

市川　日向 いちかわ　ひゅうが １年

佐藤　凱亞 さとう　がいあ
山形県立谷地高等学校
（東根市出身）

３年

安藤　海里 あんどう　かいり ３年

斎藤　歩武 さいとう　あゆむ ２年

氏　　名 ふりがな 推薦団体 学年

相馬涼太郎 そうま　りょうたろう ２年

髙橋　朱利 たかはし　しゅり １年

烏　峻也 からす　しゅんや ２年

清野　優太 せいの　ゆうた ２年

駒林　晃 こまばやし　あきら
山形市立商業高等学校
（東根市出身）

２年

本間　柚衣 ほんま　ゆい ３年

柳橋　達也 やなぎはし　たつや ３年

須藤　海翔 すとう　かいと ３年

高橋　滉太 たかはし　こうた ２年

中川　勇斗 なかがわ　ゆうと ３年

【　栄　光　賞　】

 　 高校生の部
功　労　事　由

平成３０年度第６９回山形県高等学校総合体育大会
テニス男子団体　第１位

第１７回U20世界陸上競技選手権大会
女子２００ｍ　準決勝出場
女子４×４００ｍR　予選出場

第５２回山形県高等学校新人陸上競技大会
男子４００ｍ　第１位

平成３０年度国民体育大会東北ブロック大会第４５回東北総合体育大会
バレーボール競技　優勝

平成３０年度山形県高等学校体操競技新人大会
体操競技男子ゆか　　第１位　得点：１２．４５
体操競技男子平行棒　第１位　得点：１１．５５

All Japan Cheerleading&Dance Championship USASchool & College Nationals 2018
高校編成　Song/Pom部門　Medium B　第３位　山形県立山形北高等学校チアリーダー部　B☆SPARKY

平成３０年度第６９回山形県高等学校総合体育大会
登山団体男子　最優秀

平成３０年度第２１回東北高等学校カヌースプリント選手権大会
男子カヤックフォア５００ｍ　第３位

第１２回U18日本陸上競技選手権大会
U18女子４×１００ｍR　第６位

【　栄　光　賞　】

平成３０年度第６９回山形県高等学校総合体育大会
ハンドボール男子　第１位

平成３０年度東北高等学校選手権大会第６８回東北高等学校柔道大会
男子個人試合６６ｋｇ級　第３位

功　労　事　由

平成３０年度第６９回山形県高等学校総合体育大会
自転車競技 １ｋｍタイム・トライアル　　　　　　　　第１位
　　　　　 ３ｋｍインディヴィデュアル・パシュート　第１位
　　　　　 チーム・スプリント　　　　　　　　　　　第１位
　　　　　 ４ｋｍチーム・パシュート　　　　　　　　第１位
平成３０年度山形県高等学校新人体育大会
自転車競技 １ｋｍタイム・トライアル　　　　　　　　第１位
　　　　　 スクラッチ　　　　　　　　　　　　　　　第１位
　　　　　 チーム・スプリント　　　　　　　　　　　第１位
　　　　　 ４ｋｍチーム・パシュート　　　　　　　　第１位

山形県立山形中央高等学校
（東根市出身）

平成３０年度第６９回山形県高等学校総合体育大会
新体操女子団体　第１位　得点：１１．６００点

第４５回東北総合体育大会レスリング競技
少年フリースタイル９２ｋｇ級　第３位
平成３０年度東北高等学校選手権大会レスリング競技
個人対抗戦１２５ｋｇ級　第１位

平成３０年度第６９回山形県高等学校総合体育大会
自転車競技 ケイリン　　　　　　　　　第１位
　　　　　 １６ｋｍポイント・レース　第１位
　　　　　 チーム・スプリント　　　　第１位
　　　　　 ４ｋｍチーム・パシュート　第１位
平成３０年度山形県高等学校新人体育大会
自転車競技 チーム・スプリント　　　　第１位
　　　　　 ４ｋｍチーム・パシュート　第１位

日本大学山形高等学校
（東根市出身）

 　 高校生の部

山形県立山形北高等学校
（東根市出身）

山形城北高等学校
（東根市出身）

平成３０年度第６９回山形県高等学校総合体育大会卓球競技
女子ダブルス　優勝

山形県立村山産業高等学校
（東根市出身）

山形県立村山産業高等学校
（東根市出身）

平成３０年度山形県高等学校新人体育大会
登山団体男子　最優秀
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氏　　名 ふりがな 推薦団体 学年

高桑　葵 たかくわ　あおい ３年

高橋　唯 たかはし　ゆい ２年

鈴木　萌香 すずき　もえか ２年

松浦　心叶 まつうら　このか ２年

本間　美優 ほんま　みゆう １年

安達　千紋 あだち　ちあや １年

荒井　駿太 あらい　しゅんた ３年

川原　正輝 かわはら　まさき ２年

氏　　名 ふりがな 推薦団体 学年

大場心太朗 おおば　しんたろう 東根市立第一中学校 ３年

氏　　名 ふりがな 推薦団体 学年

塩野　叶人 しおの　かなと ３年

髙橋　美羽 たかはし　みう ２年

尾形　優斗 おがた　ゆうと １年

髙橋　太輝 たかはし　たいよう １年

松浦　百愛 まつうら　とあ ２年

峯田　宙 みねた　そら ２年

竹田　彩花 たけだ　あやか 東根市立大富中学校 1年
第７１回山形県中学校陸上競技選手権大会
女子１年１００ｍ　第１位　記録：１２秒９７
女子共通２００ｍ　第１位　記録：２７秒２５

功　労　事　由

東根市立第三中学校

國際松濤館空手道連盟 第９回東北地区空手道選手権大会
中学男子 個人・形　第３位

第６９回山形県高等学校駅伝競走大会
男子高校駅伝　優勝　記録：２時間１３分１０秒【第２区(3.0ｋｍ）記録：９分３７秒】

東海大学山形高等学校
（東根市出身）

第４７回東北中学校体操競技選手権大会
男子　ゆか　 第１位　得点：１３，０００
　　　鉄棒　 第３位　得点：１２．１００
　個人総合　 第２位　得点：４９．１００
平成３０年度第５８回山形県中学校総合体育大会体操競技
男子　ゆか 　第１位　得点：１３．４０
　　　あん馬 第１位　得点：１２．５０
第３２回東北ジュニア体操競技選手権大会
男子Cクラス　ゆか　第１位　得点：１３．００
平成３０年度山形県中学校新人体育大会体操競技
男子個人　ゆか　第１位　得点：１３．６５
　　　　あん馬　第１位　得点：１１．７０
第３８回山形県ジュニア体操競技選手権大会
ジュニア体操競技　男子Aクラス　中学生の部
ゆか　第１位　得点：１２．９５　　あん馬　第１位　得点：１２．２０
個人総合　第１位　得点：４８．９５

第６９回山形県高等学校駅伝競走大会
男子高校駅伝　優勝　記録：２時間１３分１０秒【第５区(3.0ｋｍ）記録：９分２８秒】

平成３０年度東北高等学校選手権大会水泳競技大会
女子８００ｍ自由形　第３位　記録：９分２６秒１２
第２６回東北高等学校新人水泳競技大会
女子学校対抗　第１位

【　栄　光　賞　】

 　 高校生の部

 　 中学生の部

平成３０年度第６９回山形県高等学校総合体育大会水泳競技大会
女子１００ｍ背泳ぎ　優勝　記録：１分６秒１９
女子４００ｍメドレーリレー　優勝　記録：４分３０秒５７【第１泳者 記録：１分９秒８２】
第２６回東北高等学校新人水泳競技大会
女子４００ｍフリーリレー　　第１位　記録：３分５４秒６７【第３泳者】
女子４００ｍメドレーリレー　第２位　記録：４分１９秒３１【第１泳者】
女子学校対抗　第１位

日本大学山形高等学校
（東根市出身）

【　栄　光　賞　】

平成３０年度第６９回山形県高等学校総合体育大会
ハンドボール女子　第１位　日本大学山形高等学校
平成３０年度国民体育大会東北ブロック大会兼第４５回東北総合体育大会
ハンドボール競技　第３位

第４１回東北高等学校ハンドボール選抜大会　第３位
平成３０年度第６９回山形県高等学校総合体育大会
ハンドボール女子　第１位
平成３０年度国民体育大会東北ブロック大会兼第４５回東北総合体育大会
ハンドボール競技　第３位

功　労　事　由

平成３０年度東北中学校体育大会第３９回東北中学校陸上競技大会
男子中学共通 ２００ｍ　第３位　記録：２２秒７２

 　 中学生の部
功　労　事　由

東根市立第一中学校

第５回日本少年野球マツダボール杯岩手大会　優勝
（山形東部ボーイズ）
第１回AKH杯争奪少年硬式野球交流大会　第３位（東北規模）
（山形東部ボーイズ）

平成３０年度第５８回山形県中学校総合体育大会水泳競技
女子８００ｍ自由形　第１位　記録：９分５４秒９５
山形県新年フェスティバル水泳競技大会
D区分女子４００ｍ自由形　第１位

平成３０年度第５８回山形県中学校総合体育大会陸上競技
男子１年１００ｍ　第１位　記録：１２秒４５

平成３０年度東北中学校体育大会第５０回東北中学校水泳競技大会
女子　５０ｍ自由形　第２位　記録：　　２７秒７９
女子１００ｍ自由形　第２位　記録：　　５９秒９８
平成３０年度第５８回山形県中学校総合体育大会水泳競技
女子　５０ｍ自由形　第１位　記録：　　２７秒６６
女子１００ｍ自由形　第１位　記録：１分００秒８６
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氏　　名 ふりがな 推薦団体 学年

柴田　悠希 しばた　ゆうき ２年

工藤　颯太 くどう　そうた １年

小室　遼 こむろ　りょう １年

武田　優空 たけだ　ゆうあ １年

中臺　遼喜 なかだい　はるき 山形県立東桜学館中学校 ２年

氏　　名 ふりがな 推薦団体 学年

伊藤　葵 いとう　あおい ６年

冨樫　琢磨 とがし　たくま ６年

氏　　名 ふりがな 推薦団体 学年

大沼　樹音 おおぬま　じゅね 東根市立神町小学校 ６年

富永　そら とみなが　そら 東根市立東郷小学校 ５年

星川　華乃 ほしかわ　かの 東根市立大富小学校 ６年

渡邊　真優 わたなべ　まひろ ６年

菅野　樹 すがの　いつき ５年

小関　健矢 こせき　けんや ６年

芦野　瑞姫 あしの　みずき ５年

奥山　征音 おくやま　まさと
天童市立天童南部小学校
（東根市出身）

３年

第１２回JKJOジュニア全日本空手道選手権大会東北地区選抜予選
小学５年生女子軽量３５ｋｇ未満の部　優勝
２０１８東北Jr空手拳法選手権大会
女子小学５年生　上級（重量級）　準優勝
第３１回極真空手道選手権福島県大会
小学５年女子３８ｋｇ未満　準優勝

東根市立大森小学校

功　労　事　由

第１５回全国中学生弓道大会
個人競技・男子の部　第４位
第１３回東北弓道ジュニア選手権大会
中学生の部男子個人　優勝
第９回山形県ジュニア弓道大会
中学生男子の部　優勝

 　 中学生の部
功　労　事　由

第３２回東北ジュニア体操競技選手権大会
男子Aクラス　跳馬　第２位　得点：９．１５
第３８回山形県ジュニア体操競技選手権大会
ジュニア体操競技　男子Aクラス　小学生低学年の部
ゆか　第１位　得点：８．８０　　鉄棒　第１位　得点：８．０５
個人総合　第１位　得点：３４．３５
第２６回山形県少年少女スポーツ交流大会
男子３年生　ゆか　第１位　得点：９．００　　円馬　第１位　得点：９．２５
　　　　　　跳馬　第１位　得点：９．１０　　鉄棒　第１位　得点：７．９０
　　　　　個人総合　第１位　得点：３５．２５

第２６回山形県少年少女スポーツ交流大会
女子６年生　段違い平行棒　第１位　得点：１０．５５

第２６回山形県少年少女スポーツ交流大会
女子６年生　跳馬　第１位　得点：１２．１０

山形県ジュニアチャレンジマッチ
男子シングルスB３クラス　第１位（東根テニス塾）

功　労　事　由

日清食品カップ第３４回山形県小学生陸上競技大会
男子走幅跳　優勝　記録：４ｍ６２

 　 小学生の部

東根市立東根中部小学校

山形県新春フェスティバル水泳競技大会
B区分女子　５０ｍ自由形　　　　第１位　記録：　　３１秒６２
B区分女子１００ｍ個人メドレー　第１位　記録：１分２２秒１５

平成３０年度第４３回山形県学童選抜記録会
小学５・６年男子 １００ｍ 平泳ぎ　第１位　記録：１分１８秒６６

第２６回山形県少年少女スポーツ交流大会
男子６年生　円馬　第１位　得点：９．４０

第４７回東北中学校体操競技選手権大会
男子　あん馬 第３位　記録：１１．８００
　　　跳馬　 第１位　記録：１３．０００
　　　鉄棒　 第２位　記録：１２．１５０
平成３０年度第５８回山形県中学校総合体育大会体操競技
男子　鉄棒　 第１位　記録：１１．８０
　個人総合　 第１位　記録：４９．２５
第３８回山形県ジュニア体操競技選手権大会
ジュニア体操競技　男子Aクラス　中学校の部
　鉄棒　第１位　得点：１２．００
つり輪　第１位　得点：１２．００
平行棒　第１位　得点：１２．００

【　栄　光　賞　】

東根市立神町中学校

【　栄　光　賞　】

第１９回百万石杯空手道選手権大会
中学１年男子５２ｋｇ未満の部　第３位
第１２回YATSUGATAKE CUP ジュニア空手道選手権大会
中学１年男子５２ｋｇ未満の部　第３位

 　 小学生の部

平成３０年度第４３回山形県学童選抜記録会
小学５・６年女子 １００ｍ 自由形　第１位　記録：１分０６秒１６

東根市立東根小学校

第３０回東北高等学校・中学校ゴルフ選手権大会
中学男子の部　第２位
平成３０年度東北中学校ゴルフ選手権大会
男子の部　第３位

２０１８年山形県短水路記録会
１３-１４歳男子   ５０ｍ自由形　第１位　記録：　　２７秒４６
１３-１４歳男子１００ｍ自由形　第１位　記録：１分００秒２１
山形県新年フェスティバル水泳競技大会
D区分男子　５０ｍ自由形　第１位
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