


　羽後町体育協会の役員の他、羽後町・雄勝郡・県・東北それぞれのクラブバ
スケットボール連盟の会長も務めた。羽後町総合型地域スポーツクラブ設立に
多大な貢献をし、現在も副会長として地域住民の健康向上に努めている。

・羽後町体育協会副会長 （70歳）
猪　岡　堅　二

（羽後町）

 いの  おか  けん  じ

栄　　 誉　　 賞

　全日本選手権や平成19年の秋田わか杉国体、平成23年北東北インターハイ
等の開催に尽力した。また、各種大会の優勝者やオリンピック出場選手（五十
嵐俊幸）の輩出と県連盟の基盤構築に大きく貢献し、本県ボクシングの発展に
寄与した。

・秋田県ボクシング連盟名誉会長
（67歳）

佐　藤　卯兵衛
（ボクシング）

 さ  とう  う へ え

　昭和51年に旧象潟町バレーボール協会設立に携わり、以降協会理事、理事
長、副会長、会長を歴任した。市町村合併の際、にかほ市バレーボール協会設
立に向け旧３町の連盟の統合及び調整役として尽力し、合併後もにかほ市体協
副理事長、副会長を務め、市におけるスポーツ振興に多大な貢献をした。

・にかほ市バレーボール協会顧問
（7７歳）

佐　藤　　　武
（にかほ市）

 さ  とう    たけし

　県及び秋田市連盟の役員として、県内の大会をはじめ全国・東北規模の大会
の開催等に尽力するとともに、組織の強化・普及振興に大きく寄与した。ま
た、秋田県警並びに秋田経済法科大学(ノースアジア大学)の指導者として長年
人材の育成に尽力した。

・秋田県柔道連盟参与
（7７歳）

細　田　修　一
（柔道）

 ほそ  だ  しゅう  いち



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２年
小　林　明日香 水泳 筑波大学大学院２年(秋田AC)
浅　利　真美子 ボート 秋田高校３年
島　谷　東　志 レスリング 秋田商業高校３年
米　澤　　　凌 レスリング 秋田商業高校２年
山　田　修太郎 レスリング 秋田商業高校２年
吉　川　航　平 レスリング 早稲田大学４年
櫻　庭　功　大 レスリング 拓殖大学２年
大　坂　　　昂 レスリング 三菱電機㈱
岩　澤　　　侃 レスリング 早稲田大学１年
米　澤　　　圭 レスリング 早稲田大学２年
多胡島　伸　佳 レスリング 早稲田大学４年
伊　藤　　　昌 レスリング 国士舘大学３年
佐　藤　亮　哉 ウエイトリフティング (公財)秋田県体育協会
信　太　咲　菜 ウエイトリフティング 能代工業高校３年
成　田　琉　夏 フェンシング 聖霊高校１年
安　部　夏　帆 フェンシング 専修大学４年
佐々木　　　翼 カヌー (公財)秋田県体育協会

佐々木　　　優 カヌー (公財)秋田県体育協会
最　上　愛里沙 スキー 日大習志野高校
向　川　桜　子 スキー 秋田ゼロックス㈱
宮　﨑　敬　太 スキー 花輪高校２年
湯　瀬　　　瞬 スキー 小坂高校３年
湊　　　祐　介 スキー 東京美装興業㈱
木　村　吉　大 スキー 花輪高校３年
木　村　幸　大 スキー 花輪第二中学校３年
向　川　桜　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
成　田　生　絵 スキー 十和田高校３年
石　垣　寿美子 スキー 秋田ゼロックス㈱
田　原　朱　莉 スキー 十和田高校３年
田　中　聖　土 スキー 早稲田大学３年
土濃塚　悠　成 スキー 秋田北鷹高校２年
藤　田　菜々瀬 スキー 日本大学１年
平　川　歩　未 スキー 秋田北鷹高校１年
湯　瀬　晃　成 スキー 小坂高校１年

国 際 奨 励 賞 (氏名・競技）

成　田　政　志 フェンシング

優秀指導者賞 (氏名・競技・所属）

佐　藤　　　貢　　レスリング 秋田市消防本部

生涯スポーツ賞 【団体】

　高齢者でも気軽に楽しめるニュースポーツ「ミニテニス」を提唱して町主催の教室、チャレンジデーやスポーツフェスティバルを全

面的にバックアップし、地域住民の健康維持や体力増進に貢献している。

八郎潟町ミニテニス協会　(八郎潟町）

生涯スポーツ賞 【個人】

　男鹿市水泳協会会長として長年にわたり底辺拡大と普及啓発に努めた。市体協

の組織の発展にも大きく寄与するとともに、健康・体力づくり事業開催に率先し

てかかわり青少年の健全育成と地域スポーツの活性化に尽力している。

小　野　準一郎
(男鹿市）

（７７歳）

 お の じゅん いち ろう

　県ゲートボール協会をはじめ地域団体の役員を歴任するとともに、平成19年４
月、総合型スポーツクラブ「あいあいクラブたかのす」を設立に尽力し会長に就
任した。県内外の大会を誘致し、ゲートボールの普及と人材育成に精力的に活動
している。

成　田　成　男
(北秋田市）

（84歳）

 なり た しげ  お



栄  　光　  賞 【団体の部】

第71回国民体育大会
レスリング競技　　秋田県チーム
少年監督 横　山　秀　和 秋田商業高校
成年監督 織　山　昭　仁 秋田市消防本部
選　手 吉　川　航　平 早稲田大学４年
 米　澤　　　圭 早稲田大学２年
 櫻　庭　功　大 拓殖大学２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３年
 佐々木　なつみ 青山学院大学３年
 山　谷　洸　芽 秋田商業高校２年
 島　谷　東　志 秋田商業高校３年
 吉　川　貴　紘 秋田商業高校３年
 米　澤　　　凌 秋田商業高校２年
 山　田　修太郎 秋田商業高校２年
 土　橋　雄　太 秋田商業高校３年
 小　野　文　聖 五城目高校２年

第71回国民体育大会
なぎなた競技　　少年女子秋田県チーム
監　督 髙　田　恵美子 県なぎなた連盟
選　手　　佐　藤　莉　羅 大曲高校３年
 小　澤　柚羽香 大曲農業高校３年
 鈴　木　ま　い 大曲農業高校３年 

第71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
A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 渡　部　裕　之 城東整形外科医院
選　手 成　田　麻沙美 ㈱秋田銀行
 矢　上　若　菜 ㈱秋田銀行
 加　藤　三津子 ㈱秋田銀行
 小　松　　　恵 ㈱秋田銀行
 加　藤　千　夏 ㈱秋田銀行
 荻　原　由　佳 ㈱秋田銀行
 浅　利　　　愛 ㈱秋田銀行
 柴　田　知　恵 ㈱秋田銀行
 阿　部　優美香 ㈱秋田銀行
 橋　田　幸　華 ㈱秋田銀行
 星　　　希　望 ㈱秋田銀行
 伊　藤　美和子 ㈱秋田銀行

第71回国民体育大会
弓道競技　　成年女子秋田県チーム
監　督 齊　藤　美喜子 ㈲東開商事
選　手 阿　部　恵　実 国土交通省鳥海ダム工事事務所
 堀　内　智穂美 堀内ファーム
 畠　山　　　康 秋田県弓道連盟

内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯争奪
第70回全日本総合バドミントン選手権大会
北都銀行バドミントン部
監　督 原　田　利　雄 ㈱北都銀行
選　手 米　元　小　春 ㈱北都銀行
 田　中　志　穂 ㈱北都銀行

平成28年度全国高校総合体育大会
レスリング競技　秋田商業高校レスリング部
監　督　　横　山　秀　和 秋田商業高校
選　手　　山　谷　洸　芽 秋田商業高校２年
 島　谷　東　志 秋田商業高校３年
 吉　川　貴　紘 秋田商業高校３年
 米　澤　　　凌 秋田商業高校２年
 佐々木　延　彦 秋田商業高校３年
 山　田　修太郎 秋田商業高校２年
 土　橋　雄　太 秋田商業高校３年
 島　谷　　　侃 秋田商業高校１年
 佐　藤　　　旭 秋田商業高校２年
 鈴　木　勇　斗 秋田商業高校２年
 安　田　拓　斗 秋田商業高校２年

平成28年度全国高校総合体育大会
フェンシング競技　秋田北鷹高校フェンシング部
監　督 松　井　公　章 秋田北鷹高校
選　手 松　渕　直　希 秋田北鷹高校３年
 三　浦　大　成 秋田北鷹高校３年
 松　渕　真　平 秋田北鷹高校２年
 伊　藤　　　公 秋田北鷹高校２年
 宮　崎　泰　我 秋田北鷹高校１年



第69回全日本フェンシング選手権大会
女子フルーレ団体　秋田市役所チーム
監　督 安　部　欣　哉 秋田市役所
選　手 鈴　木　莉　奈 秋田市役所
 高　橋　風　子 秋田市役所
 岡　部　夏　奈 秋田市役所

第66回全国高等学校スキー大会
クロスカントリー競技　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 野田頭　峻　也 秋田北鷹高校２年
 髙　橋　和　希 秋田北鷹高校２年
 木　村　賢太郎 秋田北鷹高校１年
 土濃塚　悠　成 秋田北鷹高校２年
 佐　藤　　　東 秋田北鷹高校２年
 門　脇　　　匠 秋田北鷹高校１年

第66回全国高等学校スキー大会
クロスカントリー競技　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 田　原　朱　莉 十和田高校３年
 成　田　生　絵 十和田高校３年
 望　月　咲　良 十和田高校２年
 蛇　沼　穂乃香 十和田高校２年
 黒　沢　綾　香 十和田高校１年

第66回全国高等学校スキー大会
学校対抗　十和田高校女子チーム
監　督 加　賀　誠　幸 十和田高校
選　手 田　原　朱　莉 十和田高校３年
 成　田　生　絵 十和田高校３年
 望　月　咲　良 十和田高校２年
 蛇　沼　穂乃香 十和田高校２年
 黒　沢　綾　香 十和田高校１年

第66回全国高等学校スキー大会
学校対抗　花輪高校男子チーム
監　督 佐　藤　範　朋 花輪高校
選　手 髙　畑　弘　也 花輪高校３年
 木　村　龍　也 花輪高校３年
 山　本　　　竜 花輪高校２年
 進　藤　洸　太 花輪高校１年
 横　山　開　世 花輪高校１年
 田　中　俊　輔 花輪高校１年
 木　村　吉　大 花輪高校３年
 宮　﨑　敬　太 花輪高校２年
 栁　舘　　　仁 花輪高校２年
 栗　山　　　聡 花輪高校３年
 吉　岡　柊　斗 花輪高校３年
 木　村　優　大 花輪高校２年
 杉　田　　　海 花輪高校２年
 木　村　勇　登 花輪高校３年

第72回国民体育大会冬季大会スキー競技会
クロスカントリー競技　女子　秋田県リレーチーム
監　督 加　賀　誠　幸 十和田高校
選　手 米　田　菜　緒 小坂高校３年
 成　田　生　絵 十和田高校３年
 佐　藤　　　葵 早稲田大学１年
 石　垣　寿美子 秋田ゼロックス㈱

第72回国民体育大会冬季大会スキー競技会
クロスカントリー競技　少年男子　秋田県リレーチーム
監　督 加　賀　誠　幸 十和田高校
選　手 髙　橋　和　希 秋田北鷹高校２年
 山　本　　　竜 花輪高校２年
 木　村　賢太郎 秋田北鷹高校１年
 土濃塚　悠　成 秋田北鷹高校２年

第72回国民体育大会冬季大会スキー競技会
クロスカントリー競技　成年男子　秋田県リレーチーム
監　督 加　賀　誠　幸 十和田高校
選　手 木　村　壮　志 東海大学２年
 田　中　聖　土 早稲田大学３年
 児　玉　宗　史 東海大学４年
 湊　　　祐　介 東京美装興業㈱

第72回国民体育大会冬季大会スキー競技会
男女総合　秋田県チーム

第72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

平成28年度全国中学校体育大会
ソフトボール競技　能代市合同チーム
監　督 柴　田　裕　彦 能代第二中学校
選　手 塚　本　佳　穏 能代第二中学校２年
 大　谷　優　衣 能代第二中学校２年
 佐　藤　朱　莉 能代第二中学校２年
 保　坂　怜　子 能代第二中学校２年
 松　嶋　　　結 能代第二中学校２年
 御所野　真　以 能代東中学校３年
 藤　原　亜柚華 能代東中学校３年
 加　藤　未衣奈 能代東中学校３年
 安　田　唯　夏 能代東中学校２年
 須　合　涼　風 能代東中学校２年
 船　山　ひより 能代東中学校２年
 鳥　井　涼　葉 東雲中学校３年
 工　藤　結　香 東雲中学校３年
 渡　部　翠　里 東雲中学校２年
 奥　村　海　南 東雲中学校２年
 佐　藤　紅　羽 東雲中学校２年
 渡　部　　　想 東雲中学校２年
 段　中　皐　花 東雲中学校２年




