






生涯スポーツ賞 【個人】

　県、東北シニア連盟設立の発起人となり、初めての東北大会をひらくなど、東

北各県の予選会を含めシニア層が競技を楽しむ機会の拡大に貢献した。
和　田　紀　夫
(バドミントン）

栄  　光　  賞 【個人の部】（氏名・競技・所属）

小　林　　　快 陸上競技 ㈱ビックカメラ
関　本　萌　香 陸上競技 大館鳳鳴高校１年
熊　谷　　　魁 陸上競技 秋田西中学校３年
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３年
門　間　順　輝 レスリング 秋田市消防本部
菅　原　幹　太 レスリング 秋田商業高校３年
岩　澤　　　侃 レスリング 秋田商業高校３年
山　田　修太郎 レスリング 秋田商業高校１年
大　坂　　　昂 レスリング 三菱電機㈱
佐　藤　聖　華 レスリング 秋田商業高校３年
遠　間　瑞　希 レスリング 秋田商業高校３年
吉　川　航　平 レスリング 早稲田大学３年
成　田　竜　也 レスリング 日本体育大学４年
佐々木　　　優 カヌー 食彩げんべい
佐　藤　亮　哉 ウエイトリフティング 公益財団法人秋田県体育協会

・秋田県バドミントンシニア連盟会長 （75歳）

 わ だ のり お

佐　藤　涼　華 フェンシング 秋田北鷹高校１年
高　橋　風　子 フェンシング 専修大学４年
木　村　弘　人 剣道 山王中学校３年
籾　山　航　大 柔道 御野場中学校３年
本　田　千　佳 スキー 小坂中学校２年
木　村　幸　大 スキー 花輪第二中学校２年
佐　藤　　　葵 スキー 秋田北鷹高校３年
藤　田　菜々瀬 スキー 秋田北鷹高校３年
成　田　生　絵 スキー 十和田高校２年
宮　﨑　敬　太 スキー 花輪高校１年
湯　瀬　　　瞬 スキー 小坂高校２年
馬　淵　　　源 スキー 秋田ゼロックス㈱
湯　瀬　晃　成 スキー 十和田中学校３年
中　村　和　司 スキー 秋田ゼロックス㈱
石　垣　寿美子 スキー 秋田ゼロックス㈱
湊　　　祐　介 スキー 東京美装興業株式会社

栄  　光　  賞 【団体の部】（氏名・競技・所属）

第70回国民体育大会
フェンシング競技　　成年男子秋田県チーム
監督兼選手 松　岡　　　慧 日本大学大学院２年
選　手 簾　内　長　仁 中央大学　３年
　〃 安　部　慶　輝 拓殖大学　１年

第70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 佐々木　義　幸 ㈱秋田銀行
コーチ 小笠原　真　人 ㈱秋田銀行
アシスタントコーチ 野　村　直　子 ㈱秋田銀行
マネージャー 黒　澤　早　苗 ㈱秋田銀行
トレーナー 石郷岡　真　巳 秋田大学医学部
選　手 成　田　麻沙美 ㈱秋田銀行
　〃 矢　上　若　菜 ㈱秋田銀行
　〃 鈴　木　友佳子 ㈱秋田銀行
　〃 小　松　　　恵 ㈱秋田銀行
　〃 大　野　真　湖 玉川大学
　〃 永　野　友香里 ㈱秋田銀行
　〃 加　藤　茉奈美 ㈱秋田銀行
　〃 花　田　遥　歌 ㈱プレステージ･インターナショナル
　〃 阿　部　優美香 ㈱秋田銀行
　〃 加　藤　三津子 ㈱秋田銀行
　〃 有　明　葵　衣 富士通㈱
　〃 伊　藤　美和子 ㈱秋田銀行

第70回国民体育大会
バドミントン競技　成年女子秋田県チーム
監　督 原　田　利　雄 ㈱北都銀行
選　手 楠　瀬　由　佳 ㈱北都銀行
　〃 米　元　小　春 ㈱北都銀行
　〃 田　中　志　穂 ㈱北都銀行

第70回国民体育大会
レスリング競技  秋田県チーム
成年監督 佐　藤　　　貢 秋田市消防本部
選　手 菊　地　　　憲　 秋田県レスリング協会
　〃 栗　森　幸次郎 三恵海運㈱
　〃 多胡島　伸　佳 早稲田大学３年
　〃 門　間　順　輝 秋田市消防本部
　〃 大　坂　　　昂 三菱電機㈱
　〃 伊　藤　　　昌 国士舘大学２年
少年監督 横　山　秀　和 秋田商業高校
選　手 菅　原　幹　太 秋田商業高校３年
　〃 岩　澤　　　侃 秋田商業高校３年
　〃 木　谷　柊　斗 秋田商業高校３年
　〃 本　間　賢　志 秋田商業高校３年
　〃 山　田　修太郎 秋田商業高校１年
　〃 土　橋　雄　太 秋田商業高校２年
　〃 佐　藤　竜　介 明桜高校３年



平成27年度全国高等学校総合体育大会
第65回全国高等学校スキー大会
秋田北鷹高校男子リレーチーム
監　督 古　矢　勝　久 秋田北鷹高校
選　手 髙　橋　和　希 秋田北鷹高校１年
　〃 土濃塚　悠　成 秋田北鷹高校１年
　〃 若　松　龍　貴 秋田北鷹高校３年
　〃 長谷川　海　斗 秋田北鷹高校３年
　〃 野田頭　峻　也 秋田北鷹高校１年
　〃 佐　藤　　　東 秋田北鷹高校１年

平成27年度全国高等学校総合体育大会
第65回全国高等学校スキー大会
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３年
　〃 佐　藤　　　葵 秋田北鷹高校３年
　〃 土濃塚　世　奈 秋田北鷹高校３年
　〃 田　山　優　月 秋田北鷹高校３年
　〃 加　藤　　　萌 秋田北鷹高校１年

平成27年度全国高等学校総合体育大会
第65回全国高等学校スキー大会
花輪高校男子リレーチーム
監　督 浅　利　優　一 花輪高校
選　手 目　時　耀　介 花輪高校３年
　〃 畑　澤　壱　希 花輪高校３年
　〃 木　村　龍　也 花輪高校２年
　〃 山　本　　　竜 花輪高校１年

平成27年度全国高等学校総合体育大会
第65回全国高等学校スキー大会
十和田高校女子リレーチーム
監　督 加　賀　誠　幸 十和田高校
選　手 澤　田　美　都 十和田高校３年
　〃 成　田　生　絵 十和田高校２年
　〃 田　原　朱　莉 十和田高校２年
　〃 千　葉　幹　乃 十和田高校３年
　〃 望　月　咲　良 十和田高校１年

平成27年度全国高等学校総合体育大会
第65回全国高等学校スキー大会　学校対抗女子
秋田北鷹高校女子チーム
監　督 古　矢　勝　久 秋田北鷹高校
　〃 佐　藤　正　幸 秋田北鷹高校
選　手 藤　田　菜々瀬 秋田北鷹高校３年
　〃 佐　藤　　　葵 秋田北鷹高校３年
　〃 土濃塚　世　奈 秋田北鷹高校３年
　〃 田　山　優　月 秋田北鷹高校３年
　〃 佐　藤　英　奈 秋田北鷹高校３年
　〃 加　藤　　　萌 秋田北鷹高校１年
マネージャー 平　川　優　花 秋田北鷹高校１年

第61回全国高等学校総合体育大会　フェンシング競技
聖霊女子短期大学付属高校フェンシング部
監　督 伊　藤　　　聡 聖霊高校
選　手 高　橋　優　月 聖霊高校３年
　〃 津　谷　野々花 聖霊高校３年
　〃 石　綿　夢　望 聖霊高校２年
　〃 仙　葉　楓　佳 聖霊高校２年
　〃 井　関　彩　加 聖霊高校２年

第45回全国中学校相撲選手権大会
大館市立田代中学校相撲チーム
監　督 斎　藤　拓　洋 田代中学校
選　手 大　髙　達　也 田代中学校３年
　〃 田　村　拓　三 田代中学校３年
　〃 浅　利　駿　揮 田代中学校３年
　〃 畠　山　竜　弥 田代中学校３年

平成27年度全国高等学校総合体育大会登山大会･
第59回全国高等学校登山大会
秋田南高校　山岳部
監　督 柘　植　敏　朗 秋田南高校
選　手 佐　藤　優　介 秋田南高校３年
　〃 竹　中　　　蒼 秋田南高校３年
　〃 木　下　雄　輝 秋田南高校２年
　〃 泉　部　航　太 秋田南高校２年

第60回全国高等学校軟式野球選手権大会
能代高校軟式野球部
責任教師 平　田　有　宏 能代高校
監　督 今　畠　寿　樹 能代高校
選　手 清　水　大　智 能代高校２年
　〃 大　山　大之亮 能代高校３年
　〃 須　原　優　太 能代高校３年
　〃 大　塚　亘　恭 能代高校３年
　〃 安　井　晴　貴 能代高校２年
　〃 杉　澤　岳　斗 能代高校３年
　〃 大　塚　航　平 能代高校２年
　〃 秋　元　大　輝 能代高校３年
　〃 戸　松　　　光 能代高校３年
　〃 山　内　慶　介 能代高校３年
　〃 鈴　木　佑　弥 能代高校２年
　〃 工　藤　駿　太 能代高校２年
　〃 金　子　大　地 能代高校３年
　〃 鈴　木　岳　詩 能代高校３年
　〃 川　口　恭　平 能代高校３年
　〃 梅　田　圭　太 能代高校３年
記録員 田　村　和　寛 能代高校３年



平成27年度全国高等学校総合体育大会
第65回全国高等学校スキー大会　学校対抗男子
花輪高校男子チーム 
監　督 大　森　敬　一 花輪高校
　〃 佐　藤　範　朋 花輪高校
　〃 浅　利　優　一 花輪高校
選　手 畑　澤　壱　希 花輪高校３年
　〃 目　時　耀　介 花輪高校３年
　〃 松　田　優　樹 花輪高校３年
　〃 木　村　龍　也 花輪高校２年
　〃 髙　畑　弘　也 花輪高校２年
　〃 木　村　吉　大 花輪高校２年
　〃 栗　山　　　聡 花輪高校２年
　〃 吉　岡　柊　斗 花輪高校２年
　〃 山　本　　　竜 花輪高校１年
　〃 宮　﨑　敬　太 花輪高校１年
　〃 栁　舘　　　仁 花輪高校１年
マネージャー 黒　沢　優　斗 花輪高校３年
　〃 木　村　優　大 花輪高校１年
　〃 杉　田　　　海 花輪高校１年

第71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
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３年
　〃 佐　藤　　　葵 秋田北鷹高校３年
　〃 土濃塚　世　奈 秋田北鷹高校３年
　〃 石　垣　寿美子 秋田ゼロックス㈱
  
第71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 少年男子リレー
秋田県少年男子リレーチーム
監　督 古　矢　勝　久 秋田北鷹高校
選　手 若　松　龍　貴 秋田北鷹高校３年
　〃 土濃塚　悠　成 秋田北鷹高校１年
　〃 長谷川　海　斗 秋田北鷹高校３年
　〃 畑　澤　壱　希 花輪高校３年
  

第71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
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 佐　藤　太　一 早稲田大学３年
　〃 児　玉　宗　史 東海大学３年
　〃 田　中　聖　土 早稲田大学２年
　〃 湊　　　祐　介 東京美装興業㈱

第71回国民体育大会冬季大会スキー競技会
総合
秋田県チーム

第71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




