




生涯スポーツ賞 【個人】

国 際 奨 励 賞 (氏名・競技・所属）

　由利本荘市弓道連盟会長として、長年にわたり普及振興、育成、指導に尽力す

るとともに、本荘弓道場建設に貢献し、秋田わか杉国体の成功に寄与した。
浦　壁　正　樹
(由利本荘市）

柳　岡　はるか フェンシング 法政大学２年
松　橋　亜　季 スキー 東海大学４年
馬　淵　　　源 スキー 旭川大学４年

優秀指導者賞 (氏名・競技・所属）

藤　井　　　亨 自転車競技 大曲農業高校

栄  　光　  賞 【個人の部】（氏名・競技・所属）

小　林　　　快 陸上競技 早稲田大学４年
湊　谷　春　紀 陸上競技 秋田工業高校３年
安　保　建　吾 陸上競技 東海大学３年
續　木　悠　也 陸上競技 秋田工業高校３年
小　林　明日香 水泳 筑波大学４年
豊　澤　鉄　平 体操競技 山王中学校３年
菊　地　　　憲 レスリング セコム株式会社
栗　森　幸次郎 レスリング 三恵海運㈱
多胡島　伸　佳 レスリング 早稲田大学２年
櫻　庭　功　大 レスリング 秋田商業高校３年
菅　原　幹　太 レスリング 秋田商業高校２年
越　後　智　裕 レスリング 国士舘大学４年
米　澤　　　圭 レスリング 秋田商業高校３年
伊　藤　拓　実 レスリング 天王南中学校３年
大　坂　　　昂 レスリング 三菱電機
佐　藤　亮　哉 ウエイトリフティング 名古屋産業大学４年
佐　藤　慎太郎 柔道 桐蔭横浜大学４年
佐　藤　　　果 柔道 横手南中学校３年

（80歳）

 うら かべ まさ き

　大館市マスターズ陸上競技協会会長として、先頭に立って会員に指導を実践す

るとともに、自身もマスターズ大会、アジア大会等で好記録を出すなど、現在も

活躍している。

相　馬　勝　子
(大館市）

（71歳）

 そう ま しょう こ

　横手市サッカー協会の役員を長年務め、組織の運営・発展に貢献するととも

に、県サッカー協会役員として中学生の競技力向上に尽力し、秋田わか杉国体、

本県インターハイ開催時は、総務として活躍し成功に導いた。

福　田　　　誠
(サッカー）

（61歳）

 ふく だ  まこと

佐々木　光　彦 弓道 由利本荘市教育委員会
髙　橋　駿　平 ライフル射撃 秋田中央高校３年
佐々木　　　優 カヌー 食彩げんぺい
伊　藤　永　太 パワーリフティング 筋トレ怪力塾
宮　﨑　敬　太 スキー 尾去沢中学校３年
木　村　幸　大 スキー 花輪第二中学校１年
土濃塚　悠　成 スキー 合川中学校３年
成　田　生　絵 スキー 十和田高校１年
成　田　沙弥佳 スキー 十和田高校３年
高　橋　大　斗 スキー ㈱土屋ホーム
小山内　佳　彦 スキー 東京美装興業㈱鹿角事業所
藤　田　菜々瀬 スキー 秋田北鷹高校２年
児　玉　宗　史 スキー 東海大学２年
石　垣　寿美子 スキー 秋田ゼロックス㈱
生　田　康　宏 スキー 東京美装興業㈱鹿角事業所
金　子　未　里 スキー 秋田いすヾ自動車㈱
湊　　　祐　介 スキー 東京美装興業㈱



栄  　光　  賞 【団体の部】（氏名・競技・所属）

第69回国民体育大会 バスケットボール競技
成年女子秋田県チーム
監　督　　半　田　祐　毅 秋田県バスケットボール協会
コーチ　　古　田　　　悟　　㈱秋田銀行
アシスタントコーチ 佐々木　義　幸 ㈱秋田銀行
マネージャー 黒　澤　早　苗 ㈱秋田銀行
トレーナー 木　村　久美子 TAKAフィジカルステーション
選　手 金　　　吏　子 ㈱秋田銀行
　〃 橋　田　幸　華 ㈱秋田銀行
　〃 鈴　木　友佳子 ㈱秋田銀行
　〃 小　松　　　恵 ㈱秋田銀行
　〃 北　山　愛　梨 ㈱秋田銀行
　〃 永　野　友香里 ㈱秋田銀行
　〃 加　藤　茉奈美 ㈱秋田銀行
　〃 佐々木　知　香 ㈱秋田銀行
　〃 伊　藤　美和子 ㈱秋田銀行
　〃 成　田　麻沙美 ㈱秋田銀行
　〃 大　山　未　由 ㈱秋田銀行
　〃 加　藤　三津子 ㈱秋田銀行

第69回国民体育大会 フェンシング競技
成年女子フルーレ秋田県チーム
監督兼選手 鈴　木　莉　奈 専修大学４年
選　手 岡　部　夏　奈 日本女子体育大学３年
　〃 高　橋　風　子 専修大学３年

第69回国民体育大会 相撲競技
成年男子秋田県チーム
監　督 舘　山　　　孝 秋田北鷹高校
選　手 西　方　　　航 日本体育大学３年
　〃 上　田　将　平 金足農業高校
　〃 澁　谷　　　悟 日本通運株式会社
　〃 鈴　木　康　記 湖東３町商工会

第69回国民体育大会 クレー射撃競技 トラップ種目 
成年男子秋田選抜チーム
監督兼選手 中　村　収　一 ㈱昭和興業
選　手 國　澤　　　拓 自営（農業）
　〃 高　橋　　　稔 ㈱高憲商事

第69回国民体育大会 相撲競技 総合　秋田県チーム
成年監督 舘　山　　　孝 秋田北鷹高校 
少年監督 伊　藤　　　淳 金足農業高校　
成年選手 西　方　　　航 日本体育大学３年
　〃 上　田　将　平 金足農業高校　
　〃 澁　谷　　　悟 日本通運株式会社
　〃 鈴　木　康　記 湖東３町商工会
少年選手 千　葉　隆　宏 大曲農業高校２年
　〃 石　川　大　治 秋田北鷹高校３年
　〃 高　垣　祐太郎 平成高校２年
　〃 近　　　祐　弥 平成高校３年
　〃 齋　藤　匡　平 平成高校１年
　〃 庄　司　光　希 大曲農業高校１年
　〃 渡　部　　　蓮 金足農業高校２年

全国高等学校総合体育大会
第62回全日本高等学校選手権　競漕大会
女子舵手付きクォドルプル　本荘高校端艇部
監　督　　佐　藤　芳　仁 由利本荘市消防署
選　手　　鈴　木　杏　実 本荘高校３年
　〃 土　田　梨　沙 本荘高校３年
　〃 土　方　杏　華 本荘高校２年
　〃 齋　藤　真　美 本荘高校３年
　〃 細　矢　真　美 本荘高校２年
　〃 菅　原　絵理菜 本荘高校２年
　〃 加　藤　千　里 本荘高校３年

平成26年度全国中学校体育大会
第52回全国中学校スキー大会 クロスカントリー女子リレー3㎞×４
秋田県女子リレーチーム
監　督 青　山　菜穂子 花輪第二中学校
選　手 児　玉　澪　香 花輪第二中学校３年
　〃 田　中　星　那 花輪第一中学校２年
　〃 加　藤　　　萌 藤里中学校３年
　〃 望　月　咲　良 花輪第二中学校３年
　〃 朝　霧　育　美 花輪第二中学校３年
　〃 平　川　優　花 森吉中学校３年
　〃 本　田　千　佳 小坂中学校１年

全国高等学校総合体育大会
第64回全国高等学校スキー大会 クロスカントリー女子3×5㎞リレー
秋田北鷹高校女子リレーチーム
監　督 古　矢　勝　久 秋田北鷹高校
選　手 藤　田　菜々瀬 秋田北鷹高校２年
　〃 佐　藤　　　葵 秋田北鷹高校２年
　〃 土濃塚　世　奈 秋田北鷹高校２年
　〃 田　山　優　月 秋田北鷹高校２年

全国高等学校総合体育大会
第64回全国高等学校スキー大会 クロスカントリー女子3×5㎞リレー
花輪高校女子リレーチーム
監　督 大　森　敬　一 花輪高校
選　手 本　田　優　希 花輪高校２年
　〃 木　村　　　希 花輪高校２年
　〃 田　中　きらり 花輪高校３年

全国高等学校総合体育大会
第64回全国高等学校スキー大会　学校対抗女子
十和田高校女子チーム
監　督 成　田　耕　治 十和田高校
選　手 成　田　沙弥佳 十和田高校３年
　〃 澤　田　美　都 十和田高校２年
　〃 千　葉　幹　乃 十和田高校２年
　〃 田　原　朱　莉 十和田高校１年
　〃 成　田　生　絵 十和田高校１年



奨  　励　  賞 【個人の部】（氏名・競技・所属）

近　藤　未　空 陸上競技 追分小学校６年
越　後　瀬　那 陸上競技 能代第四小学校６年
小　西　海　斗 陸上競技 川連小学校６年
宮　﨑　海　乃 水泳 秋田東中学校２年
保　坂　典　樹 レスリング 寺内小学校５年
塚　田　　　京 レスリング 明徳小学校６年
福　田　麗　優 ソフトテニス 大曲中学校３年
松　渕　真　平 フェンシング 外旭川中学校３年
成　田　実　礼 フェンシング 大住小学校６年
石　川　玲　愛 相撲 野石小学校５年
板　本　優　大 柔道 平沢小学校６年
土　田　優　成 カヌー 鶴舞小学校６年
北　嶋　咲　良 カヌー 尾崎小学校４年
村　上　聖太郎 カヌー 新山小学校４年

第70回国民体育大会 冬季大会スキー競技会
クロスカントリー女子リレー5㎞×4
秋田県女子リレーチーム
監　督 古　矢　勝　久 秋田北鷹高校
選　手 藤　田　菜々瀬 秋田北鷹高校２年
　〃 木　村　　　希 花輪高校２年
　〃 田　中　きらり 花輪高校３年
　〃 石　垣　寿美子 秋田ゼロックス㈱

第70回国民体育大会 冬季大会スキー競技会
クロスカントリー成年男子リレー10㎞×4
秋田県成年男子リレーチーム
監　督 古　矢　勝　久 秋田北鷹高校
選　手 板　橋　達　基 日本大学４年
　〃 児　玉　宗　史 東海大学２年
　〃 大　川　翔　平 東京農業大学４年
　〃 湊　　　祐　介 東京美装㈱

第70回国民体育大会 冬季大会スキー競技会
女子総合
秋田県女子チーム

個　　人
　　８名
　　２名
　　３名
３名
１名
３５名
　１４名
６６名

団　　　体

　

 
１３団体  延べ８２名
　
１３団体  延べ８２名

平成26年度  受　賞　者　数　一　覧
賞

功 労 賞
栄 誉 賞
生涯スポーツ賞
国 際 奨 励 賞
優 秀 指 導 者 賞
栄 光 賞
奨 励 賞
合　　　計




