
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度   

公益財団法人盛岡市体育協会主催 

スポーツ振興功労者 

表彰式 

平成 27 年 12 月 6 日（日） 

盛岡グランドホテル地下 1 階祥雲 



平成 27 年度 

公益財団法人盛岡市体育協会 

スポーツ振興功労者表彰式典 

 

  １ 開式 

  ２ 表彰委員長報告 

  ３ 表彰 

  ４ お祝いのことば 

  ５ 受賞者代表挨拶 

  ６ 閉式 

栄光章 

ア 国際大会において優秀な成績を収めた選手、団体 

イ 世界記録又は日本記録を出した選手、団体 

ウ その他、前各号に相当すると認められるもの 

体育功労者賞 

ア 地域又は職域において、体育・スポーツの健全な普及発展な為、スポーツ指導者等の業務に 20年以 

上従事し、顕著な功績があった者 

イ 国際大会に日本代表の役員、監督、コーチ等として参加し、顕著な成績をあげた者 

最優秀選手賞・最優秀団体賞 

ア 全国大会の優勝者又は優勝団体 

イ 国際大会において活躍した選手、団体 

優秀選手賞・優秀団体賞 

ア 全国大会において優秀な成績を収めた選手、団体 

イ 全国大会に 10年以上若しくは 10回以上出場し、活躍した選手、団体 

優良団体 

地域又は職域において、体育・スポーツの健全な普及発展に貢献し、市民体育の振興に顕著な成果をあげ 

た団体 



河南中学校2年
佐々木　塁

盛岡市アメリカンフットボール協会

佐々木　林弥

盛岡市バスケットボール協会

藤村　孝史

盛岡市陸上競技協会
佐々木　幸彦

盛岡市野球協会
横尾　正治

盛岡市野球協会
佐々木　幸吉

盛岡市バレーボール協会

熊林　千司

盛岡市山岳協会
山口　吉男

盛岡市山岳協会
大坊　孝男

盛岡市空手道連盟
早坂　幸雄

盛岡市スケート協会
佐々木　正徳

盛岡市柔道協会
水間　謙三

佐藤　洸彬
岩手大学1年（現2年）

厨川中学校3年
齋藤　優芽

盛岡南高等学校3年
佐々木　愛斗

第46回ジュニアオリンピック陸上競技大会
男子1500m　第1位

中学2年日本最高記録

　佐藤洸彬選手の指導にあたり、世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会日本代表及び、ガルデ
ナスプリングトロフィー（イタリア）あるいはアジアントロフィー（タイ）などの世界大会で同選手
をメダル獲得に導いた。

　昭和48年よりミニバスから一般まで指導者として尽力。平成11年より盛岡市バスケットボール協会
理事長、平成21年からは会長として協会に多大なる貢献をした。盛岡市体育協会でも平成11年から2
年間の評議員、平成13年から4年間及び平成24年の理事、平成17年から7年間の常務理事を歴任した。

　昭和61年旧都南村バレーボール協会理事をはじめ、平成15年から6年間の盛岡市バレーボール協会
事務局長、平成21年から2年間の理事長、平成23年から現在まで参与を歴任され、同協会運営に永年
にわたり貢献。平成6年から平成17年の12年間乙部中学校コーチとして尽力した。

　昭和62年から29年間盛岡市野球協会理事及び常任理事として協会運営や軟式野球の普及、競技力向
上にご尽力。また、平成12年から盛岡市OB野球連盟会長として同協会主催大会に参画し、生涯スポー
ツとしてOB野球の発展に寄与した。

　昭和64年から早起き野球の審判員として活動し、後に盛岡市野球協会の審判に転籍し現在まで活躍
している。天皇賜杯全国大会でも審判を務めた。盛岡市野球協会では理事等を務め現在は常務理事を
歴任。軟式野球を主に市内野球全般の発展に寄与している。

　永年に渡り中学校陸上部顧問として多くの全国大会入賞者を輩出。また、岩手県中学校体育連盟理
事長として中学校体育全般の普及促進に努め、現在は盛岡市小学校体育連盟副会長として、小学・中
学・高校が連携して活動する体制を構築することに尽力している。

男子4×400mリレー(メンバー)　第6位

男子400m　第8位
第9回世界ユース陸上競技選手権大会

Asian Open Figure Skating Trophy 2015
(アジアフィギュア杯)

25th Gardena Spring Troghy 2015 ISU FIGURE
SKATING COMPETITION　(ガルデナスプリング杯）

シニアクラス男子シングル　第3位

シニアクラス男子シングル　第3位

　30年以上に渡り社会人、学生（岩手大学）のアメリカンフットボールの指導及び普及に努める。盛
岡市アメリカンフットボール協会設立に尽力した。

　平成7年から箱石道場にて指導に従事。平成11年には和道会岩手県本部事務局長に就任。平成25年
には箱石道場支部長に就任し、幼児から一般まで指導する傍ら、全国大会へ多くの選手を輩出し、審
判員としても永年貢献するなど、空手道の普及発展に多大な功績を残した。

　永年に渡り地域山岳会に所属し、同団体事務局長及び副会長として岳人の育成に従事。また、盛岡
市山岳協会の理事として平成元年から活躍し、市民登山の指導者や市および協会主催の役員として山
岳活動の普及促進に貢献。また、南岩手遭難対策委員会救助隊隊員としても積極的に参加をし、多大
なる貢献をした。

　永年に渡り地域山岳会に所属し、同団体事務局及び副会長として岳人の育成に従事。また、盛岡市
山岳協会の理事として平成元年から活躍し、市民登山の指導者として登山活動の普及促進に貢献。岩
手山八合目避難小屋の管理運営や安全登山の啓蒙に尽力。南岩手遭難対策委員会救助隊隊員としても
積極的に参加をし、多大なる貢献をした。

　岩手医科大学の柔道部監督として指導にあたり、全国大会等で優秀な成績を収める。盛岡市柔道協
会開設以来中心となって活動を続け、平成2年からは同協会理事、現在は副会長を歴任。医師の立場か
ら柔道の安全指導の責任者や講習会講師として活躍し、各大会では率先して救護係を務めた。

第8回アジアジュニア武術選手権大会

第23回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会

女子24式太極拳　第4位

女子24式太極拳　第1位

栄光章 敬称略・順不同

体育功労賞 敬称略・順不同



日本体育大学3年
齋藤　志保

盛岡市立高等学校3年
齋藤　明希

青森山田高等学校3年
梅澤　尭明

スケート(スピード)競技
曽我　こなみ

見前小学校4年
樋ノ口　大翔

渡邉　悠季

柔道競技
菅原　歩巴

スケート(スピード)競技
阿部　真衣

盛岡中央高等学校2年（現3年）

三ヶ田　泰良

盛岡中央高等学校3年（現卒業生）

小林　陵侑

水泳競技(競泳)
宮野　るみ子

水泳競技(競泳)
小形　原野

水泳競技(競泳)
藤原　哲弘

水泳競技(競泳)
田中　　翼

水泳競技(競泳)
菅原　　淳

柔道競技

盛岡市陸上競技協会
宮澤　裕子

盛岡市陸上競技協会
戸塚　了子

男子　ジュニア太極拳1　第1位

男子　ジュニア太極拳1　第1位第32回全日本武術太極拳選手権大会

男子　長拳Ａ長器械　第1位
第23回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会

男子　長拳Ａ　第1位

第32回全日本武術太極拳選手権大会 女子　規定難度競技太極拳　第1位

第32回全日本武術太極拳選手権大会 女子　自選難度競技太極剣　第1位

第32回日本マスターズ水泳選手権大会
男子　40～44歳　200mバタフライ

第1位

日本スポーツマスターズ2015　競泳競技
男子　35～39歳　100ｍ自由形　第1位

日本スポーツマスターズ2015　競泳競技
女子　60～64歳　100ｍ背泳ぎ　第1位

成年女子　1000m　第4位

成年女子　500m　第1位

第70回国民体育大会　2015ぐんま冬国体　スケート競技

2014/2015ジャパンカップスピードスケート競技会第2戦
(盛岡大会)

成年女子　3000m　第6位

第70回国民体育大会冬季大会　2015ぐんま冬国体
スキー競技

少年男子　コンバインド　第4位

少年男子　コンバインド　第1位

男子　ノルディックコンバインド　第1位第64回全国高等学校スキー大会

第70回国民体育大会冬季大会　2015ぐんま冬国体
スキー競技

少年男子　スペシャルジャンプ　第2位

女子　マススタートレース　第1位

第70回国民体育大会　2015ぐんま冬国体　スケート競技

　30年以上に渡り中学校陸上部顧問として多くの優秀な選手を輩出。現在は佐々木塁選手の指導にあ
たり、全国優勝および中学2年男子1500mで日本新記録に導く。また、岩手県中学校体育連盟陸上専
門部長として大会運営にも尽力され、陸上競技の普及促進に寄与している。

　30年以上に渡り中学校陸上部顧問として多くの優秀な選手を輩出。現在は村里春樹選手の指導にあ
たり、全国中学陸上競技選手権男子800mで第5位に導く。また、岩手県中学校体育連盟及び盛岡市中
学校体育連盟理事として盛岡市陸上競技協会の活動にも従事し、陸上競技の普及促進に寄与してい
る。

女子　60～64歳　50ｍ背泳ぎ　第1位

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
柔道競技

成年女子　団体　岩手選抜(メンバー)
第1位

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
柔道競技

成年女子　団体　岩手選抜(メンバー)
第1位

男子　35～39歳　50ｍ自由形　第1位

第32回日本マスターズ水泳選手権大会 男子　30～34歳　200m背泳ぎ　第1位

第32回日本マスターズ水泳選手権大会
男子　30～34歳　200mバタフライ

第1位

女子　国際第3套路太極拳　第3位第23回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会

第23回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会

最優秀選手賞 敬称略・順不同



大宮中学校　男子400mメドレーリレーチーム（小笠原 伊吹/島野 悠平/吉田 真希/佐々木 悠斗）

盛岡第一高等学校　女子登山チーム（吉田 みどり/新里 亜子/山村 あゆ/佐々木 薫）

不来方高等学校　女子カヌー部（五十嵐 結衣/後藤 可奈子/千葉 晴香/中前 いつき/小笠原 綾乃/中島  更紗）

不来方高等学校　女子カヤックフォアチーム（五十嵐 結衣/後藤 可奈子/千葉 晴香/中前 いつき）

第31回全国高等学校カヌー選手権大会女子カヤックペア200m及び500m　第1位

第31回全国高等学校カヌー選手権大会女子カヤックフォア200m及び500m　第1位

第31回全国高等学校カヌー選手権大会学校対抗女子総合　第1位

第59回全国高等学校登山大会女子団体　第1位

第55回全国中学校水泳競技大会男子　400ｍメドレーリレー　第1位

アーチェリー競技
武田　さち恵

カーリング競技
小守林　恵

盛岡工業高等学校3年
工藤　聖文

盛岡工業高等学校3年
荒屋敷　雄基

長崎国際大学2年
福田　菜々子

アーチェリー競技

江南義塾盛岡高等学校3年

梅村　　錬

八幡平市松野小学校6年
森　風姫子

大宮中学校1年
古川　萌華

高橋　佳五

盛岡峰南高等支援学校2年

北村　大吾

陸上競技
猪狩　耕一

盛岡第一高等学校3年
川村　知巳

女子　ジュニア太極拳1　第1位

男子　障害区分28　年齢区分少年
800m　第1位

女子　ジュニア太極拳2　第1位

女子　長拳Ｂ長器械　第6位

男子　障害区分28　年齢区分少年
1500m　第1位

第9回日本ユース陸上競技選手権大会
(JOCジュニアオリンピックカップ)

男子　走高跳　第1位
盛岡南高等学校2年

丹野　天士

第23回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会

女子　ジュニア太極拳1　第1位

男子　ミドル級　第1位

第48回全日本社会人ターゲットアーチェリー選手権大会

女子　リカーブ　第2位第54回全日本学生アーチェリー個人選手権大会

少年男子　85kg級クリーン＆ジャーク
第6位

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
ウエイトリフティング競技

第69回全国高等学校ボクシング選手権大会

第23回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体 少年男子　ミドル級　第1位

秩父宮賜杯　第68回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 女子　200m　第1位

女子　岩手選抜(メンバー)　第2位第12回日本シニアカーリング選手権大会

第32回全日本武術太極拳選手権大会

少年男子　105kg級トータル　第4位

不来方高等学校　女子カヤックペアチーム（五十嵐 結衣/後藤 可奈子）

男子　障害区分19　年齢区分2部
砲丸投げ　第1位

男子　障害区分19　年齢区分2部
ソフトボール投げ　第1位

第15回全国障害者スポーツ大会
2015紀の国わかやま大会　陸上競技

女子　障害区分2
コンパウンド30ｍダブルラウンド　第2位

第15回全国障害者スポーツ大会
2015紀の国わかやま大会　車椅子アーチェリー競技

第32回全日本武術太極拳選手権大会

髙松宮賜旗　第62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　85kg級トータル　第4位

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
ウエイトリフティング競技

少年男子　105kg級スナッチ　第5位

第15回全国障害者スポーツ大会
2015紀の国わかやま大会　陸上競技

男子　リカーブ　第2位

最優秀団体賞 敬称略・順不同

優秀選手賞 敬称略・順不同



剣道競技
下川　祐造

水泳競技(競泳)
谷藤　　仁

水泳競技(競泳)
田中　真理子

盛岡南高等学校3年
切金　美希

大宮中学校3年
島野　悠平

滝沢中学校2年
中島　千咲代

盛岡第一高等学校2年
一戸　元喜

盛岡南高等学校2年
山内　　響

剣道競技
古舘　　将

カヌー競技
近村　健太

不来方高等学校3年
四戸　　宗

不来方高等学校3年
五十嵐　結衣

剣道競技
菅野　隆介

剣道競技
赤嵜　竜一

クレー射撃競技
村谷　信明

弓道競技
村川　春圭

成年男子　岩手選抜(メンバー)　団体
第4位

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
カヌー競技

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
剣道競技

成年男子　岩手選抜(メンバー)　団体
第4位

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
剣道競技

成年男子　岩手選抜(メンバー)　団体
第4位

少年男子　岩手選抜(メンバー)
ボルダリング　第5位

男子　60～64歳　100mバタフライ
第3位

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
山岳競技 少年男子　岩手選抜(メンバー)

リード　第6位

女子個人　63kg級　第5位第64回全国高等学校柔道大会

女子　55～59歳　100m背泳ぎ　第6位第32回日本マスターズ水泳選手権大会

男子　60～64歳　200m背泳ぎ　第5位第32回日本マスターズ水泳選手権大会

男子　15～16歳　100mバタフライ
第6位

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
剣道競技

成年男子　岩手選抜(メンバー)　団体
第4位

第38回(2015年度)全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
夏季水泳競技大会

女子　13～14歳　200ｍバタフライ
第7位

第38回(2015年度)全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
夏季水泳競技大会

第55回全国中学校水泳競技大会

女子　200mカヤックシングル　第5位
第31回全国高等学校カヌー選手権大会

女子　500mカヤックシングル　第4位

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
カヌー競技 成年男子　スプリントカヤックシングル

1000ｍ　第6位

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
弓道競技 成年女子　岩手選抜(メンバー)　団体遠的

第6位

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
クレー射撃競技

成年男子　岩手選抜(メンバー)
スキート団体　第3位

成年女子　岩手選抜(メンバー)　団体近的
第5位

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
剣道競技

少年男子　200mカヤックシングル
第2位

成年男子　スプリントカヤックシングル
500ｍ　第3位

男子　200mカヤックシングル　第4位第31回全国高等学校カヌー選手権大会

男子　100m平泳ぎ　第8位

日本スポーツマスターズ2015　競泳競技
男子　35～39歳　50m平泳ぎ　第8位

女子　13～14歳　400ｍ自由形　第7位

男子　35～39歳　100m平泳ぎ　第6位

水泳競技(競泳)
小原　良一

男子　60～64歳　50mバタフライ　第5位
日本スポーツマスターズ2015　競泳競技

水泳競技(競泳)
門口　　雄



盛岡中央高等学校2年(現3年)

村上　純人

水泳競技(競泳)
村井　文範

水泳競技(競泳)
松嶋　卯月

水泳競技(競泳)
西川　勝夫

スキー競技
永井　健弘

スキー競技
佐々木　菜津美

盛岡南高等学校3年(現日本大学1年)

土屋　正恵

盛岡南高等学校2年(現3年)

山本　希歩

男子　35～39歳　100m平泳ぎ　第5位

少年女子　岩手選抜(メンバー)
5km×4リレー　第5位

男子　ノルディックコンバインド　第6位

男子　35～39歳　50m平泳ぎ　第6位

第64回全国高等学校スキー大会

日本スポーツマスターズ2015　競泳競技

第70回国民体育大会　2015ぐんま冬国体　スキー競技

男子　60～64歳　50m平泳ぎ　第2位
日本スポーツマスターズ2015　競泳競技

男子　60～64歳　100m平泳ぎ　第3位

日本スポーツマスターズ2015　競泳競技
女子　65～69歳　50mバタフライ　第6位

女子　65～69歳　100mバタフライ
第3位

水泳競技(競泳)
西國　禮子

水泳競技(競泳)
工藤　栄三

日本スポーツマスターズ2015　競泳競技
男子　60～64歳　100m自由形　第5位

男子　60～64歳　50m背泳ぎ　第4位

日本スポーツマスターズ2015　競泳競技
男子　60～64歳　50mバタフライ　第7位

日本スポーツマスターズ2015　競泳競技 女子　45～49歳　100m平泳ぎ　第6位

男子　60～64歳　100mバタフライ
第5位

水泳競技(競泳)
鈴木　　実

女子　クロスカントリー5kmフリー
第8位

第64回全国高等学校スキー大会

第64回全国高等学校スキー大会
女子　クロスカントリー5kmフリー

第9位

少年女子　岩手選抜(メンバー)
5km×4リレー　第5位

第70回国民体育大会　2015ぐんま冬国体　スキー競技

第70回国民体育大会　2015ぐんま冬国体　スキー競技
成年女子Ｂ　ジャイアントスラローム

第8位

第70回国民体育大会　2015ぐんま冬国体　スキー競技
成年男子Ｂ　スペシャルジャンプ　第4位

第70回国民体育大会　2015ぐんま冬国体　スケート競技
少年女子　500m　第5位

第70回国民体育大会　2015ぐんま冬国体　スケート競技 少年男子　500m　第7位

男子　ジュニア太極拳1　第2位第23回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会

成年男子Ｂ　コンバインド　第2位

少年女子　1000m　第4位

桜城小学校5年
荻原　和真

盛岡農業高等学校1年(現2年)

吉田　晃太郎

盛岡農業高等学校2年(現3年)

三嶋　　萌

男子　初級長器械　第12位第23回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会

女子　24式太極拳Ｃ　第5位第32回全日本武術太極拳選手権大会

男子　24式太極拳Ｂ　第5位第32回全日本武術太極拳選手権大会
太極拳競技

髙橋　　賢

太極拳競技
菊地　貴子

手代森小学校5年
風祭　　奏

女子　24式太極拳Ｃ　第2位第32回全日本武術太極拳選手権大会
太極拳競技

遠山　良子



女子　規定難度競技太極拳　第2位第32回全日本武術太極拳選手権大会

女子　太極剣･刀　第5位第32回全日本武術太極拳選手権大会
太極拳競技

村井　裕里子

岩手大学1年
栃内　涼花

女子　ジュニア太極拳2　第2位第32回全日本武術太極拳選手権大会

女子　24式太極拳Ｂ　第2位第32回全日本武術太極拳選手権大会

第23回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会
女子　長拳Ｂ短器械　第4位

下小路中学校2年
栃内　清花

太極拳競技
山田　泰子

八幡平市松尾中学校2年
森　冬姫子

女子　長拳Ｂ　第3位

大宮小学校2年
古川　莉世

滝沢南中学校3年
樋口　大起

盛岡北高等学校3年
樋口　郁乃

男子　ジュニア太極拳1　第3位第23回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会

女子　24式太極拳　第4位第32回全日本武術太極拳選手権大会

三浦　大晟

第23回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会
女子　長拳Ａ　第6位

男子　ジュニア太極拳2　第2位第23回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会

女子　ジュニア太極拳1　第8位第23回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会

女子　長拳Ａ短器械　第5位

女子　ジュニア太極拳1　第4位第32回全日本武術太極拳選手権大会

女子　ジュニア太極拳2　第2位第23回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会

女子　32式太極剣　第3位第23回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会

大宮中学校1年
八重樫　華凜

矢巾北中学校3年
三浦　希乃佳

矢巾東小学校6年

女子　岩手選抜(メンバー)　団体　第8位
第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
体操競技

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
体操競技

女子　岩手選抜(メンバー)　団体　第8位

男子　障害区分3　年齢区分2部
一般卓球　第3位

第15回全国障害者スポーツ大会
2015紀の国わかやま大会　一般卓球競技卓球競技

佐々木　一行

体操競技
前田　早知子

体操競技
桑名　未奈

女子　障害区分15　年齢区分2部
サウンドテーブルテニス　第3位

第15回全国障害者スポーツ大会
2015紀の国わかやま大会　サウンドテーブルテニス競技

男子　障害区分18　年齢区分少年
一般卓球　第2位

第15回全国障害者スポーツ大会
2015紀の国わかやま大会　一般卓球競技

女子　岩手選抜(メンバー)　演技　第5位
第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
なぎなた競技

卓球競技
田村　菊代

盛岡第二高等学校2年
武田　智摘

盛岡峰南高等支援学校2年

比嘉　龍武

バスケットボール競技
浦田　綾子

第45回女子全日本教員バスケットボール選手権大会 女子　岩手選抜(メンバー)　第3位



ボウリング競技
小林　恒雄

バスケットボール競技
工藤　美紗貴

津志田小学校5年
栗林　結衣

ボウリング競技
小笠原　由美子

バレーボール競技
花坂　郁也

バレーボール競技
外崎　宏志郎

バレーボール競技
菅田　和希

第45回女子全日本教員バスケットボール選手権大会 女子　岩手選抜(メンバー)　第3位
バスケットボール競技

武藤　　栞

バスケットボール競技
水沼　美穂

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
バレーボール競技

成年男子　岩手選抜(メンバー)　第7位

第45回女子全日本教員バスケットボール選手権大会 女子　岩手選抜(メンバー)　第3位

第45回女子全日本教員バスケットボール選手権大会 女子　岩手選抜(メンバー)　第3位

第45回女子全日本教員バスケットボール選手権大会 女子　岩手選抜(メンバー)　第3位

第45回女子全日本教員バスケットボール選手権大会 女子　岩手選抜(メンバー)　第3位

バスケットボール競技
松戸　悠香

バスケットボール競技
中野目　未来

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
バレーボール競技

成年男子　岩手選抜(メンバー)　第7位

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
バレーボール競技

成年男子　岩手選抜(メンバー)　第7位

女子個人戦総合　第3位
内閣総理大臣杯･文部科学大臣杯　第43回全国都道府県
対抗ボウリング選手権大会

第6回全国小学生ボウリング競技大会 小学5年生女子の部　第6位

平成12年から平成26年の15年間で13回の全国大会の出場
主な成績　日本スポーツマスターズ2005

混合二人戦　第7位

男子　バンタム級　第5位第69回全国高等学校ボクシング選手権大会

女子　岩手選抜(メンバー)　第3位
第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
ホッケー競技

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
ホッケー競技

女子　岩手選抜(メンバー)　第3位
山﨑　幸子

ホッケー競技
阿部　　梢

盛岡南高等学校2年
上岡　　翼

ホッケー競技

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
ホッケー競技

女子　岩手選抜(メンバー)　第3位

成年女子　10mエア・ピストル40発
第6位

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
ライフル射撃競技

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
ライフル射撃競技

成年男子　10mエア・ピストル60発
第8位

ホッケー競技
遠藤　芽衣

ライフル射撃競技
髙橋　拓也

ライフル射撃競技
佐々木　千鶴

少年男子　岩手選抜(メンバー)　第7位
第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
ラグビーフットボール競技盛岡工業高等学校3年

川崎　龍清



盛岡聴覚支援学校3年
高橋　明日香

盛岡視覚支援学校1年

盛岡第一高等学校3年
佐々木　天

盛岡第四高等学校3年

陸上競技
吉田　琢哉

北陵中学校3年
村里　春樹

土淵小学校5年
栃澤　里奈

田代　優仁

下小路中学校3年
髙橋　知里

厨川中学校2年
山中　愛仁果

盛岡誠桜高等学校1年

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
ラグビーフットボール競技

少年男子　岩手選抜(メンバー)　第7位

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
ラグビーフットボール競技

少年男子　岩手選抜(メンバー)　第7位
盛岡工業高等学校3年

船木　祐馬

盛岡工業高等学校3年
中川　　亮

男子　障害区分24　年齢区分1部
ソフトボール投げ　第2位

男子　障害区分14　年齢区分1部
100m　第2位

Ｂ男子　走幅跳　第8位第46回ジュニアオリンピック陸上競技大会

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
陸上競技

成年女子　10000m競歩　第8位

女子　800ｍ　第2位第50回全国高等学校定時制通信制陸上競技大会

国士舘大学1年
熊谷　菜美

見前南中学校2年
伊藤　千洸

杜陵高等学校2年
佐藤　　牧

鈴木　　諄

陸上競技
柴田　真聖 第15回全国障害者スポーツ大会

2015紀の国わかやま大会　陸上競技 男子　障害区分14　年齢区分1部
200m　第3位

第15回全国障害者スポーツ大会
2015紀の国わかやま大会　陸上競技 男子　障害区分24　年齢区分1部

50m　第3位

女子　100mハードル　第2位秩父宮賜杯　第68回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

少年女子Ｂ　1500ｍ　第8位
第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
陸上競技

成年男子　800ｍ　第2位
第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
陸上競技

少年女子Ｂ　100m　第8位
第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体
陸上競技

Ｂ女子　走幅跳　第5位第46回ジュニアオリンピック陸上競技大会

Ａ女子　100ｍ　第8位第46回ジュニアオリンピック陸上競技大会

男子　400ｍハードル　第5位秩父宮賜杯　第68回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

山田　美来

陸上競技
田中　匠瑛

盛岡誠桜高等学校1年
鈴木　樺連

第15回全国障害者スポーツ大会
2015紀の国わかやま大会　陸上競技 女子　障害区分27　年齢区分1部

100m　第2位

女子　障害区分27　年齢区分1部
200m　第2位

5年女子　100m　第4位第31回全国小学生陸上競技交流大会

男子　共通800m　第5位第42回全日本中学校陸上競技選手権大会

一般男子　50km競歩　第3位第54回全日本50km競歩高畠大会



第31回全国高等学校カヌー選手権大会　男子　500mカヤックペア　第7位

秩父宮賜杯　第68回全国高等学校陸上競技対校選手権大会　男子　4×400mリレー　第2位

第31回全国小学生陸上競技交流大会　女子　4×100mリレー　第5位

第55回全国中学校水泳競技大会　男子総合　第5位

不来方高等学校　男子カヤックペアチーム（四戸 宗/水本 天斗）

盛岡市立高等学校　男子新体操部（福田 純/関沢 亮汰/森 光太郎/髙橋 雄人/村木 虹太/仲 多久也）

岩手選抜　女子2000ｍリレーチーム（高畑 寧々/髙橋 茜/圓子 こ春/三嶋 萌）

盛岡農業高等学校　女子2000ｍリレーチーム（圓子 こ春/髙橋 茜/三嶋 萌/熊谷 帆乃香）

盛岡南高等学校　女子3×5kmリレーチーム（山本 希歩/土屋 正恵/佐々木 しおり）

不来方高等学校　男子カナディアンペアチーム（吉田 健吾/下屋敷 泰成）

加賀野ソフト
テニスクラブ

　軟式庭球を通じて地域活動の推進、ソフトテニスの底辺拡大と技術の向上、及び会員相互
の友愛と親睦を図ることを目的に昭和61年の設立された同団体は、大会等に積極的に参加を
するなど、他の模範となる活動をしている。また、盛岡市ソフトテニス協会の役員として協
会運営に大きく寄与している。

第70回国民体育大会　2015ぐんま冬国体　スケート競技　少年女子　2000ｍリレー　第7位

第64回全国高等学校スピードスケート競技選手権大会　女子　2000ｍリレー　第7位

第64回全国高等学校スキー大会　女子　3×5kmリレー　第10位

平成27年度全国高等学校体操競技・新体操選手権大会　男子団体　第5位

第70回国民体育大会　2015紀の国わかやま国体　カヌー競技　少年男子200mカナディアンペア　第4位

第31回全国高等学校カヌー選手権大会　男子200mカナディアンペア　第4位

盛岡南高等学校　男子4×400ｍリレーチーム（菅野 海成/種綿 崚/櫻岡  流星/佐々木 愛斗）

大宮中学校　男子水泳部（小笠原 伊吹/島野 悠平/佐々木 悠斗/田中 陽紀/藤村 伊吹/吉田 真希）

盛岡ＫＴＣ　4×100ｍリレーチーム（吉田 朱里/春日 美月/柴田 佳歩/菅原 さくら）

優秀団体賞 敬称略・順不同

優良団体賞 敬称略・順不同


