
主催 公益財団法人盛岡市体育協会

日時 平成30年12月9日（日）午後5時15分

場所 メトロポリタン盛岡 NEWウィング
4階 メトロポリタンホール

公益財団法人盛岡市体育協会

平成30年度
スポーツ振興功労者

受賞者名簿



IFSC世界ユース選手権モスクワ2018 ユースA女子リード 第２位

伊藤　ふたば 同上 ユースA女子ボルダリング 第３位

盛岡中央高等学校 IFSCボルダリング・ワールドカップ八王子
2018

女子 第６位

第18回アジア競技大会（2018/ｼﾞｬｶﾙﾀ・ﾊﾟ
ﾚﾝﾊﾞﾝ）

女子複合 第４位

樋ノ口　大翔 第7回世界ジュニア武術選手権大会 B組男子太極剣 第２位

見前南中学校
同上 B組男子太極拳 第４位

森　風姫子 第7回世界ジュニア武術選手権大会 B組女子太極拳 第４位

松尾中学校
同上 B組女子太極剣 第５位

吉田　学
盛岡市陸上競技協会

吉田　芳伸
盛岡市柔道協会

石橋　浩幸
盛岡市テニス協会

吉田　隆一
盛岡市サッカー協会

多田　一士
盛岡市ソフトボール協会

佐藤　泰広
盛岡市バレーボール協会

昭和59年から現在に至るまで34年間の長きに渡り、山岸サッカースポーツ少年団の代表を務め、平成9年に
は、第7回全日本少年フットサル大会において3位に輝くなどその手腕を発揮している。また、盛岡市サッ
カー協会において常任理事他様々な役職を歴任し、2012年～2017年度には会長を務めた。併せて岩手県
サッカー協会においても理事、4種委員長、副会長を歴任し、盛岡市ならびに岩手県のサッカー競技の普及
や選手強化、組織運営において多大な貢献をしている。

平成5年から盛岡市ソフトボール協会において副審判長、実年部長などの役員を歴任。現在はシニア部長と
して協会運営に寄与し、多大な貢献をしている。また、ソフトボール1種審判員、公認指導員資格を取得す
るなど自己の研鑽に励むとともに、大会運営やチームの育成に尽力をしている。

平成2年から現在に至るまで29年間、盛岡市バレーボール協会の役員を歴任。理事、審判部長などを経て、
現在は事務局長及び副理事長を兼務し、協会の組織運営に長年に渡り貢献している。また、平成10年から6
年間、スポーツ少年団の指導にあたり、その後公益財団法人日本バレーボール協会公認B級審判員資格を取
得し、各種大会の審判を務めるとともに、平成29年からは岩手県ソフトバレーボール連盟の副理事及び競
技委員長を兼務するなど、その活動は多岐にわたり、盛岡市及び岩手県におけるバレーボールの普及と発
展に尽力している。

スポーツ
クライミング

太極拳

太極拳

大学卒業後から長年に渡り中学校陸上部顧問として、全国大会で数多くの入賞者を輩出するなど競技力向
上に貢献。また、岩手県中学校体育連盟陸上競技専門委員長として、盛岡市及び岩手県の陸上競技の普及
と発展に尽力している。

大学卒業後、盛岡少年刑務所で刑務官として勤めるかたわら、同施設の柔道部監督として指導にあたり、
全国矯正職員武道大会優勝、全日本実業柔道団体対抗大会三部の部準優勝のほか講道館杯や国体などに数
多くの優秀な選手を輩出している。また、旧都南村時代を含め、県民体育大会や各種の社会人全国大会の
監督を務め、大きな成果を挙げている。現在も県内外の柔道指導者講習会に積極的に参加し、自らの技量
を高める努力を怠らないその姿勢は指導者の範となっている。また、少年刑務所の柔道場を地域に開放
し、地元の子供たちにも週3回の柔道指導を長年に渡り行うなど、強化だけでなく普及の面でも尽力してい
る。

昭和60年から盛岡市テニス協会に所属し、盛岡市民体育大会や盛岡市長杯オープンテニストーナメントを
はじめとする大会運営や事業に携わり、長年に渡り盛岡市におけるテニス競技の普及強化及びテニス人口
の拡大に尽力した。常任理事等を経て、平成5年度から事務局長、29年度から副理事長を務める等、34年の
長きに渡り、盛岡市テニス協会の中心的な役割を担い、協会組織の充実や事業拡充、競技力の向上に寄与
した。また、副理事長として平成28年に開催された、「希望郷いわて国体テニス競技会」の開催準備及び
大会運営に貢献した。

栄光章 敬称略・順不同

体育功労者賞 敬称略・順不同



菊次　幸吉
盛岡市アーチェリー協会

佐藤　徹
盛岡市空手道連盟

佐々木　清
盛岡市スキー協会

野又　定見
盛岡市スキー協会

栃内　秀士
盛岡市ボウリング協会

小野寺　みずき 第73回国民体育大会 少年女子　個人 第１位

盛岡白百合学園高等学校
同上 少年女子　団体 第５位

佐々木　伶奈 第73回国民体育大会 少年女子スプリント　カヤックペア200ｍ 第１位

同上 少年女子スプリント　カヤックペア500ｍ 第４位

平成30年度全国高等学校総合体育大会
カヌー競技大会

女子カヤックフォア200ｍ 第５位

第73回国民体育大会 少年女子スプリント　カヤックペア200ｍ 第１位

同上 少年女子スプリント　カヤックペア500ｍ 第４位

不来方高等学校
平成30年度全国高等学校総合体育大会 女子カヤックペア200ｍ 第３位

同上 女子カヤックペア500ｍ 第４位

同上 女子カヤックフォア200ｍ 第５位

平成30年度SUBARU日本カヌースプリント
選手権大会

男子カヤックフォア500ｍ 第１位

近村　健太 第73回国民体育大会
成年男子スプリントカヤックシングル
500m

第３位

盛岡市役所
同上

成年男子スプリントカヤックシングル
200m

第６位

2018カヌースプリント世界選手権大会 K２　500ｍ 出場

平成11年から7年間に渡り盛岡市アーチェリー協会の事務局長を務め、その後、岩手県アーチェリー協会の
理事、副理事長、理事長を歴任し、長きに渡り盛岡市及び岩手県におけるアーチェリー競技の普及と発展
に尽力している。また、現在も岩手県アーチェリー協会競技部長として東北大会競技役員をはじめ、各種
大会、普及事業の責任者として活躍している。（公財）岩手県体育協会の理事も5年間に渡り勤め上げる
等、アーチェリーのみならず岩手県のスポーツの発展にも貢献している。

昭和45年より盛岡旧武徳殿にて空手道を始め、平成5年頃より指導にも従事し、平成13年には上田支部を設
立。支部長に就任し、現在に至るまでの長きに渡り幼児から一般年代まで幅広く指導に当たっている。こ
れまでに、インターハイ出場選手を3名輩出するなど空手道の普及・発展に多大な功績を残している。ま
た、平成21年度から24年度まで盛岡市空手道連盟の事務局長として連盟の組織運営にも貢献した。
【盛岡市空手道連盟理事。公益社団法人日本空手協会上田支部長。全日本空手道連盟3段、日本空手協会4
段。全日本空手道連盟組手県審判員。日本空手協会B級指導員、C級審判員、C級資格審査員。】

盛岡市と玉山村が合併した平成18年度より、盛岡市スキー協会副理事長として協会の運営にあたり、市民
体育大会や市スキー選手権等の運営に貢献している。特にもノルディックスキーの分野においてはクロス
カントリーの選手として県民体育大会をはじめ県内における数々の公認大会に出場し、入賞を果たすとと
もに、盛岡のクロスカントリー競技レベルの向上及び底辺拡大に努めている。昭和60年にスキー準指導
員、平成4年にスキー指導員の資格を取得し、スキーの指導者として永きに渡り各種スキー教室やスキー検
定に携わりスノースポーツの発展に貢献している。

カヌー

盛岡市と玉山村が合併した平成18年度より、盛岡市スキー協会副会長として協会の運営にあたり、市民体
育大会や市スキー選手権等の運営に貢献している。また、旧玉山村スキー協会時代には平成6年より会長を
務め、現在は玉山スキークラブの会長として55名の会員とともに生出スキー場を中心に活動を展開し、旧
玉山地区のスキーの発展及び底辺拡大に尽力している。

平成10年度に盛岡市ボウリング協会に入会後、理事、副会長、会長を歴任し、現在は顧問を務める等、長
年に渡り協会の運営に尽力している。会長就任時にはスポーツ少年団との連携や盛岡市から将来の全日本
レベルの選手創出といった方針を打ち出し、県内・東北・全国大会と入賞者を多数輩出するなど着実に成
果を挙げ、平成29年度には全日本ナショナルチームメンバー（女子）に1名、ジュニア強化選手に2名が選
出されるなど若手選手の育成に物心両面で多大な貢献をしている。また、岩手県ボウリング連盟の監事も
12年間勤め上げ、盛岡市のみならず岩手県のボウリングの発展に寄与している。

アーチェリー

カヌー
不来方高等学校

稲垣　千夏

カヌー

最優秀選手賞 敬称略・順不同



2017/2018ジャパンカップスピードスケート
競技会第2戦

男子1500m 第１位

スケート

2017/2018ジャパンカップスピードスケート
競技会第1戦

男子1500m 第２位

㈱シリウス （スピード） 2018/2019ジャパンカップスピードスケート
競技会第1戦

男子1500m 第３位

第85回全日本スピードスケート選手権大会 男子総合（500ｍ,1500ｍ,5000ｍ,10000ｍ） 第４位

曽我　こなみ スケート
第73回国民体育大会冬季大会 スピードスケート成年女子500m 第1位

日本ハウスH&R （スピード） 2018/2019ジャパンカップスピードスケート
競技会第1戦

女子500ｍ 第3位

平昌オリンピックスピードスケート日本代
表選手選考競技会

女子500m 第5位

2018/2019ジャパンカップスピードスケート
競技会第1戦

女子5000m 第１位

同上 女子3000ｍ 第４位

阿部　真衣 スケート

2017/2018ジャパンカップスピードスケート
競技会第1戦

女子5000m 第２位

岩手県スケート連盟 （スピード） 2017/2018ジャパンカップスピードスケート
競技会第2戦

女子3000m 第２位

同上 女子1500m 第４位

2017/2018ジャパンカップスピードスケート
競技会第3戦

女子5000m 第４位

山本　穂乃佳
河南中学校

五十嵐　敦
盛岡市役所

山田　泰子
盛岡市太極拳連盟

齋藤　志保 第35回全日本武術太極拳選手権大会 女子　自選難度競技部門　自選太極拳 第１位

㈱CTRI　JAPAN
同上 女子　自選難度競技部門　自選太極剣 第１位

齋藤　優芽
第26回JOCジュニアオリンピックカップ
武術太極拳大会

女子総合太極拳　部門A 第１位

あずさ第一高等学校
同上 女子42式太極剣　部門A 第１位

田中　翔月
盛岡南高等学校

八重樫　優希 第35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１位

本宮小学校 第26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２ 第１位

和野　弦太
飯岡小学校

水尻　祥子
厨川中学校

梅村　錬
拓殖大学

渡部　知也

その他入賞多数

その他入賞多数

第10回スポーツ吹矢ジュニア競技会 ７ｍの部 第1位スポーツ吹矢

太極拳

太極拳

太極拳
第26回JOCジュニアオリンピックカップ
武術太極拳大会

男子総合太極拳　部門A 第１位

相撲 第49回全国選抜社会人相撲選手権大会 個人戦 第１位

太極拳 第35回全日本武術太極拳選手権大会 女子24式太極拳B 第１位

太極拳

太極拳
第26回JOCジュニアオリンピックカップ
武術太極拳大会

男子ジュニア太極拳１ 第１位

なぎなた
平成30年度全日本少年少女武道錬成大会
（なぎなた）

演技競技　中学生の部B 第１位

ボクシング 第73回国民体育大会 成年男子　ミドル級 第１位



佐々木　千鶴

平成30年度　全日本ライフル射撃選手権大
会（50mライフル種目）兼　全日本選抜ラ
イフル射撃競技大会（10mエアライフル・
エアピストル種目）

10m混合エアピストル 第１位

岩手県警察学校
第73回国民体育大会 10ｍエア・ピストル女子40発競技 第３位

ISSFワールドカップ　ミュンヘン大会
10ｍエア・ピストル女子60発競技、25ｍピ
ストル女子60発競技

出場

吉田　有槻
城南小学校

　　（ゲートボール）
女子クラス 第１位

照井　彩花
盛岡白百合学園高等学校

南　琴華
盛岡白百合学園高等学校

吉田　美紅
愛知産業大学

川渕　真弓
花巻北高等学校職員

岩渕　萌
雫石町役場

佐々木　陽平
公益財団法人盛岡市体育協会

丹野　天士
盛岡工業高等学校職員

滝野　信弥
長崎国際大学

艾　幸太
株式会社純情米いわて

平成30年度全国高等学校総合体育大会
カヌー競技大会

女子カヤックペア200ｍ 第３位

鷹橋　茉美 同上 女子カヤックペア500ｍ 第４位

不来方高等学校
同上 女子カヤックフォア200ｍ 第５位

同上 女子カヤックフォア500ｍ 第７位

第73回国民体育大会 少年女子スプリント　カヤックシングル200ｍ 第７位

　　木曜クラブ　（滝村　政子/　久慈　とめ/　浅沼　由美子　/　工藤　静子/　浅沼　洋子）

第33回全国選抜ゲートボール大会

アーチェリー 第73回国民体育大会 少年女子団体 第５位

ライフル射撃

陸上競技 第34回全国小学生陸上競技交流大会 男子80ｍ障害 第１位

アーチェリー 第73回国民体育大会 成年女子団体 第６位

アーチェリー 第73回国民体育大会 成年女子団体 第６位

アーチェリー 第73回国民体育大会 少年女子団体 第５位

アーチェリー 第73回国民体育大会 成年女子団体 第６位

アーチェリー 第73回国民体育大会 成年男子団体 第８位

ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 第73回国民体育大会 成年男子62ｋｇ級　クリーン＆ジャーク 第７位

アーチェリー 第73回国民体育大会 成年男子団体 第８位

アーチェリー 第73回国民体育大会 成年男子団体 第８位

カヌー

最優秀団体賞 敬称略・順不同

優秀選手賞 敬称略・順不同



村川　春圭
盛岡市役所

米澤　蓮
東北福祉大学

渡邊　翔
岩手大学

笠原　淳
株式会社いわてアスリートクラブ

石嶋　魁人
盛岡南高等学校

滝沢　日菜
盛岡南高等学校

芝草　陽祐
盛岡工業高等学校職員

三ヶ田　泰良
明治大学

藤森　美希 スケート
八角病院（当時） （スピード）

吉田　匠
株式会社純情米いわて

吉田　卓
滝沢市役所

道源　康太
城西大学

田屋　美春
岩手県農業共済組合

村井　裕里子
盛岡市太極拳連盟

千葉　真喜子
盛岡市太極拳連盟

福島　純子 第35回全日本武術太極拳選手権大会 太極拳推手規定套路 第４位

盛岡市太極拳連盟
同上 女子楊式太極拳 第７位

八重樫　華凜 第35回全日本武術太極拳選手権大会 女子長拳 第２位

盛岡第三高等学校
同上 女子槍術 第３位

十文字　佳奈
第26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２位

松園中学校
同上 女子24式太極拳 第２位

古川　萌華
第26回JOCジュニアオリンピックカップ
武術太極拳大会

国際第三套路　女子長拳 第２位

盛岡市立高等学校
同上 国際第三套路　女子長拳短器械 第２位

同上 国際第三套路　女子長拳長器械 第２位

古川　莉世
第26回JOCジュニアオリンピックカップ
武術太極拳大会

女子初級長器械 第４位

本宮小学校
同上 女子初級長拳 第９位

サッカー 第73回国民体育大会 成年男子 第５位

サッカー 第73回国民体育大会 成年男子 第５位

弓道 第69回全日本弓道遠的選手権大会 女子の部 第４位

ゴルフ 第73回国民体育大会 成年男子 第３位

スキー 第73回国民体育大会冬季大会 成年男子Aコンバインド 第４位

スキー 第73回国民体育大会冬季大会 成年男子Aコンバインド 第５位

山岳 第73回国民体育大会 少年男子リード 第６位

スキー 第73回国民体育大会冬季大会 女子4×5ｋｍリレー（フリー） 第５位

ソフトボール 第73回国民体育大会 成年男子 第５位

ソフトボール 第73回国民体育大会 成年男子 第５位

第73回国民体育大会冬季大会 スピードスケート成年女子1500ｍ 第５位

ソフトボール 第73回国民体育大会 成年男子 第５位

太極拳 第35回全日本武術太極拳選手権大会 太極拳推手規定套路 第４位

太極拳

太極拳

太極拳 第35回全日本武術太極拳選手権大会 女子総合太極拳Ｃ 第４位

太極拳 第35回全日本武術太極拳選手権大会 女子太極剣・刀 第４位

太極拳

太極拳

太極拳



古川　湖貴
本宮小学校

和野　佳歩
飯岡小学校

吉田　求
平成30年度全国中学校体育大会　第49回全
国中学校体操競技選手権大会

男子種目別鉄棒 第２位

大宮中学校
同上 男子種目別ゆか 第４位

同上 男子総合 第５位

井上　達朗
不来方高等学校

藤原　芳輝
不来方高等学校

新里　迅海
不来方高等学校

大西　亮太
不来方高等学校

大坪　亮祐
不来方高等学校

菊池　圭祐
不来方高等学校

小山田　圭汰
不来方高等学校

山崎　萌華
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

女子 第３位

不来方高等学校
第73回国民体育大会 少年女子 第５位

田村　柚月
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

女子 第３位

不来方高等学校
第73回国民体育大会 少年女子 第５位

谷藤　悠
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

女子 第３位

不来方高等学校
第73回国民体育大会 少年女子 第５位

小田　叶笑
不来方高等学校

塚澤　望英
不来方高等学校

阿部　航希
有限会社鈴木新聞店

黒澤　誠
有限会社黒澤建設

福來　龍神
江南義塾盛岡高等学校

大堀　玲奈
岩手県庁

若狭　愛友奈
見前中学校

第５位

太極拳
第26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

体操

太極拳
第26回JOCジュニアオリンピックカップ
武術太極拳大会

男子ジュニア太極拳1

ハンドボール 第73回国民体育大会 少年男子 第５位

ハンドボール 第73回国民体育大会 少年男子 第５位

ハンドボール 第73回国民体育大会 少年男子 第５位

ハンドボール 第73回国民体育大会 少年男子 第５位

ハンドボール 第73回国民体育大会 少年男子 第５位

ハンドボール

ハンドボール

ハンドボール 第73回国民体育大会 少年男子 第５位

ハンドボール 第73回国民体育大会 少年男子 第５位

ハンドボール

ハンドボール
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

女子 第３位

ハンドボール
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

女子 第３位

ボクシング
平成30年度全国高等学校総合体育大会
ボクシング競技大会

フライ級 第２位

ボート 第73回国民体育大会 成年女子シングルスカル 第６位

ボウリング 第73回国民体育大会 成年男子団体 第４位

ボウリング 第36回全日本ボウリング選手権　ほか　全国大会10回以上出場

陸上競技 第49回ジュニアオリンピック陸上競技大会 A女子3000ｍ 第３位



湯澤　秀太
盛岡工業高等学校

前田　桃華
盛岡第三高等学校

佐々木　塁
盛岡第一高等学校

山中　愛仁果
盛岡第一高等学校

伊藤　千洸
盛岡南高等学校

宮崎　剛瑠
盛岡南高等学校

田代　優仁
岩手大学

佐藤　将太 第29回日本パラ陸上競技選手権大会 Men男T64　400ｍ 第２位

岩谷堂高等学校職員
同上 Men男T64　200ｍ 第５位

田中　匠瑛
盛岡市役所

川瀬　克祥
㈱シリウス

（山岳）
男子団体 第６位

（山岳）
女子団体 第７位

（スケート/スピード）
男子2000mリレー 第５位

（陸上競技）
女子 4×100ｍリレー 第６位

陸上競技 第73回国民体育大会 少年女子共通走幅跳 第４位

陸上競技 第73回国民体育大会 少年男子共通800ｍ 第６位

陸上競技
平成30年度全国高等学校総合体育大会
陸上競技大会

男子円盤投 第６位

陸上競技
JOCジュニアオリンピックカップ大会　第
34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大
会

U18男子砲丸投 第６位

陸上競技
秩父宮杯第58回実業団・学生対抗陸上競技
大会

男子400m障害 第５位

陸上競技 第73回国民体育大会 少年女子共通三段跳 第８位

陸上競技 第6回全国高等学校陸上競技選抜大会 男子110ｍ障害 第５位

陸上競技

陸上競技
第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大
会

男子800ｍ 第５位

レスリング 第73回国民体育大会 成年男子グレコローマン67kg級 第３位

岩手県立盛岡第一高等学校　登山部　（西森　優　/山下　ちひろ　/愛木　伶依　/佐藤　百恵）

平成30年度全国高等学校総合体育大会登山大会

盛岡KTC　（多田　心春　/坂本　優羽　/鶴田　紗久來　/六串　海遥　/照井　聖）

第34回全国小学生陸上競技交流大会

岩手県立盛岡工業高等学校　スケート部　（佐藤　寛人　/紺野　元暉　/米田　恵隆　/横沢　直太郎）

第67回全国高等学校スピードスケート競技選手権
大会

岩手高等学校　山岳部　（門舛　銀河　/熊谷　宗平　/菊池　誠　/一戸　藍）

平成30年度全国高等学校総合体育大会登山大会

優秀団体賞 敬称略・順不同










