
功　　 労　　 賞

　協会の組織運営、特に財務担当として財源確保に尽力した。県内で開催された全国大会をはじ
め各種大会の円滑な運営に努め成功に導いた。秋田わか杉国体では選手強化に尽力し男女総合優
勝に導いた。

・一般社団法人秋田県バスケットボール協会　顧問
（81歳）

髙　橋　　　護
（バスケットボール）

 たか  はし    まもる

　国体選手として活躍後、コーチ、監督として国体総合４連覇と８度の優勝に貢献した。指導者
として全国大会の優勝者･上位入賞者を多数輩出するなど、選手育成・競技力向上などに、長年
にわたり尽力している。昭和５９年インターハイ、秋田わか杉国体など県内開催の大会では、運
営責任者として大会を成功に導いた。

・秋田県ウエイトリフティング協会　副会長
（６９歳）

夏　井　武　美
（ウエイトリフティング）

 なつ  い　  たけ  み

・秋田県卓球協会　相談役
（７３歳）

西　村　郁　夫
（卓球）

 にし  むら　  いく  お

　創設期より秋田卓球会館において卓球指導に専心し、特にスポーツ少年団チームの育成に精
励、チームを３度の全国優勝に導くなど、指導力を発揮した。卓球協会の役員として、事業運
営、組織整備、競技力向上に尽力するとともに、長く強化本部長、国体監督を務め、秋田わか杉
国体では成年男子チームを３位に導いた。

　高校生の頃より選手として国体、全日本学生選手権等で活躍後、高校の指導者として選手の育
成・競技力向上に尽力するとともに、本県教員チームを全国大会で３位入賞に導くなど、指導力
と統率力を発揮した。柔道連盟役員として県柔道界の発展、活性化、底辺拡大に尽力してきた。

・秋田県柔道連盟　相談役
（7３歳）

船　木　征　次
（柔道）

 ふな  き  せい  じ

　秋田商業高校野球部員として、甲子園３回、国体２回出場し、プロ野球大毎、阪急ではリーグ
優勝に貢献するなど活躍した。その培った経験により、学童野球から一般野球の指導育成にあた
り、地域における野球教室の開催などで普及発展に務めるなど、長年にわたり、指導者・役員と
して軟式野球連盟の組織の確立、事業運営等に尽力している。

・秋田県軟式野球連盟　副会長
（7５歳）

成　田　光　弘
（軟式野球）

 なり  た  みつ  ひろ

　平成29年度　秋田県　平成29年度　秋田県



　旧横手市体育協会時代から現在まで、テニス競技の指導をはじめ、横手市体協の各種事業推進
に尽力している。市のテニス教室等で初心者指導を継続し、競技の普及、ジュニア層の育成に邁
進するとともに、市民総体などの横手市主催事業に積極的に参画し横手市のスポーツ振興に貢献
している。

・横手市テニス協会　副会長 （６２歳）
長　井　　　健

（横手市）

 なが  い　    たけし

特 別 功 績 者 賞

特　　 別　　 賞

栄　　 誉　　 賞

　平成17年の市町村合併時から、湯沢市体育協会会長として新組織の体制作り、運営強化に尽
力している。市のスポーツ少年団本部長として、幼少期の健全育成に精励するとともに、湯沢市
雄勝郡剣道連盟理事長在任時、３時間立切試合などの事業の企画･運営にも手腕を発揮し、剣道
競技の振興にも大きく寄与している。多岐にわたる活動は、献身的かつ精力的で、市のスポーツ
振興に貢献している。

・湯沢市体育協会　顧問
（70歳）

前　田　貞　一
（湯沢市）

 まえ  だ  てい  いち

　ワールドスーパーシリーズファイナルズ　女子ダブルスで優勝し、世界一と
いう偉業を成し遂げ、本県スポーツの名声を国内外に高め県民に大きな感動と
希望を与えた。

・北都銀行バドミントン部
（27歳）

米　元　小　春
 よね  もと  こ  はる

・北都銀行バドミントン部
（25歳）

田　中　志　穂
 た  なか  し  ほ

　秋田県体育協会の常任理事･理事として9期18年間、副会長として2期4年間と、22年の長きに
わたり組織の充実･発展及び本県スポーツの普及･振興に貢献した。

・前秋田県体育協会　副会長
（71歳）

鈴　木　斌次郎
 すず  き  しゅん じ ろう

（米元小春） （田中志穂）

スポーツ賞受賞者スポーツ賞受賞者



　昭和47年八幡平スキークラブ発足に尽力し、「八幡平地区市民スキー大会」を地域が一体とな
る伝統ある大会に成長させるなど、スキーによる事業実施で、地域の活性化と地域に根付いたス
ポーツ振興に努め、市町村合併後の鹿角市体育協会の組織強化に貢献している。

・八幡平体育協会　顧問
（7２歳）

齊　藤　策　徳
（鹿角市）

 さい  とう  かず  のり

　旧大曲市体育協会の理事長として事業推進に尽力、合併後の大仙市体育協会では、理事長、会
長として指導力を発揮し、加盟団体と一体となって協会の発展に尽力している。また、大曲市空
手道連盟会長、大仙市空手道連盟会長、県空手道連盟副会長として、競技の指導・普及・発展に
長年、専心している。その積極的な姿勢は、皆の模範となっている。

・大仙市体育協会　会長
（６７歳）

藤　原　聖　一
（大仙市）

 ふじ  わら  せい  いち

　西目農高サッカー部を全国大会５回出場に導くなど、指導力に優れているほか､スポーツを通
じて高校生の健全育成に尽力した。市町村合併後、にかほ市サッカー協会会長、市体育協会理事
を務め、地域のリーダーとして、サッカー競技の普及振興と地域のスポーツ文化の向上に寄与し
た。秋田わか杉国体時には、サッカー会場となったにかほ市の運営を支え、大会の成功に貢献し
た。現在も、後進の指導に携わるとともに、総合型地域スポーツクラブの理事長として生涯ス
ポーツ面から地域に貢献している。

・にかほ市サッカー協会 名誉会長
（7２歳）

柴　田　鐵四郎
（にかほ市）

 しば  た  てつ し ろう

生涯スポーツ賞 【個人】

　長年にわたり、地域においてグラウンド・ゴルフ競技の普及に努め、70代で指
導員資格を取得、ルール、マナー、技術の向上に資する指導を継続している。豊
富なアイディアと発想で、地域の生きがい作りに貢献している。

坂　上　隆　蔵
(北秋田市）

北秋田市グラウンド･ゴルフ協会　副会長
（８９歳）

 さか の うえ  りゅう  ぞう

　平成15年から秋田マスターズ陸上競技連盟副会長、大館マスターズ陸上競技連
盟理事を歴任し、大会運営や普及発展に尽力するとともに、地域住民の健康の維
持、増進に貢献している。現在も全日本マスターズ陸上選手権等に出場してい
る。

阿　部　　　安
(大館市）

秋田マスターズ陸上競技連盟　副会長
（７６歳）

 あ べ   やす

（６４歳）

　35歳でマラソンを始め、これまで28年間、年間20回前後、県内外のレースに
出場し、マラソンやランニングによる健康づくりを自ら実践しているほか、地域
住民を対象にしたランニング練習会等を企画･実行し、住民の健康づくりに貢献
している。

秋　田　秀　子
(にかほ市）

 あき た ひで  こ



国 際 優 秀 賞 （氏名・競技・所属）

小　林　　　快 陸上競技　　　　㈱ビックカメラ

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　３年
相　馬　絵里子 陸上競技 スターツ
山　田　修太郎 レスリング 秋田商業高校　３年
門　間　順　輝 レスリング 秋田市消防本部
米　澤　　　圭 レスリング 早稲田大学　３年
伊　藤　　　昌 レスリング 国士舘大学　４年
米　澤　　　凌 レスリング 秋田商業高校　３年
多胡島　伸　佳 レスリング ＫＡＴＳＵＲＡ group
小　野　文　聖 レスリング 五城目高校　３年
櫻　庭　正　義 レスリング 秋田県体育協会
阿　部　侑　太 レスリング 日本体育大学　３年
戸　嶋　響　愛 ウエイトリフティング 金足農業高校　３年
伊　藤　大　輔 柔道 御野場中学校　３年
菅　原　光　輝 柔道 天王中学校　３年
成　田　琉　夏 フェンシング 聖霊高校　２年
土　佐　千　乃 フェンシング 聖霊高校　１年

松　渕　真　平 フェンシング 秋田北鷹高校　３年
松　川　　　瑛 カヌー 本荘高校　１年
小　野　祐　佳 カヌー 秋田県体育協会
佐　藤　彩　乃 カヌー 秋田病理組織細胞診研究ｾﾝﾀｰ
佐々木　　　翼　  カヌー ㈲鶴の湯温泉
佐々木　　　翼　  カヌー 万六建設㈱
佐々木　　　優 カヌー 秋田県体育協会
木　村　幸　大 スキー 花輪高校１年
田　中　星　那 スキー 花輪高校２年
平　川　歩　未 スキー 秋田北鷹高校２年
本　田　千　佳 スキー 花輪高校１年
近　藤　さくら スキー 合川中学校２年
土濃塚　悠　成 スキー 秋田北鷹高校３年
湊　　　祐　介 スキー 東京美装興業㈱
石　垣　寿美子 スキー 秋田ゼロックス㈱
向　川　桜　子 スキー 秋田ゼロックス㈱
中　村　和　司 スキー 秋田ゼロックス㈱

栄  　光　  賞 【団体の部】

平成29年度全国高校総合体育大会ボート競技大会
本荘高校端艇部
監　督 浅　沼　宏　明 本荘高校
選　手 佐　藤　理奈穂 本荘高校 ３年
　〃 五十嵐　のどか　 本荘高校 ３年
　〃 五十嵐　いづみ　 本荘高校 ２年

第72回国民体育大会
秋田県成年男子バスケットボールチーム
監　督 石　井　淳　一 ＪＲ東日本㈱秋田支社
コーチ 柿　崎　智　弥 ＪＲ東日本㈱秋田支社
Ａコーチ 黒　政　成　広 ＪＲ東日本㈱秋田支社
マネージャー 田　仲　　　純 ＪＲ東日本㈱秋田支社

トレーナー 戸　島　義　夫 ヨシOh!治療院
選　手 佐　藤　　　光 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 大　矢　孝太朗 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 舘　　　龍　星　 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 鈴　木　隆　史 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 志　水　一　希 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 菊　地　啓　志 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 髙　橋　　　純 ㈱ＪＲ東日本情報システム
　〃 山　﨑　渉　真 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 根　岸　城　二 ＪＲ東日本ビルテック㈱
　〃 柳　澤　洸　太 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 森　　　知　史 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 斉　藤　大　輔 ＪＲ東日本㈱秋田支社

国 際 奨 励 賞 (氏名・競技・所属）

岡　部　友　貴 レスリング ユーアイ警備保障㈱
井　上　舞　子 柔道 淑徳大学　３年

優秀指導者賞 (氏名・競技・所属）

宇佐美　暁　規 陸上競技 大館鳳鳴高校
畠　山　芳　彦 スキー 秋田県スキー連盟

宮　腰　　　明 ボクシング 金足農業高校
小笠原　真　人 バスケットボール ㈱秋田銀行



第72回国民体育大会バドミントン競技
成年女子チーム
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
　〃 川　上　紗恵奈 ㈱北都銀行

平成29年度全日本総合バドミントン選手権大会
北都銀行　永原･松本組
監　督 原　田　利　雄 ㈱北都銀行
選　手 永　原　和可那 ㈱北都銀行
　〃 松　本　麻　佑 ㈱北都銀行

平成29年度全日本総合バドミントン選手権大会
北都銀行　米元･田中組
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

  
第72回国民体育大会弓道競技 成年男子チーム
監　督 齊　藤　千　明 秋田県弓道連盟
選　手 渡　邊　　　強 堀内陽光ファーム
　〃 鎌　田　寿　也　 ㈱マルハン
　〃 成　田　祐　也 由利本荘市役所

第72回国民体育大会弓道競技 少年女子チーム
監　督 黒　川　陽　介 横手高校
選　手 伊　藤　友　伽 五城目高校　３年
　〃 石　川　美　帆 秋田北鷹高校　３年
　〃 高　橋　り　の 由利高校　３年
　〃 菊　地　優　奈 由利高校　３年

第67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 野田頭　峻　也 秋田北鷹高校　３年
　〃 上　平　晃　也   秋田北鷹高校　１年
　〃 髙　橋　和　希 秋田北鷹高校　３年
　〃 土濃塚　悠　成 秋田北鷹高校　３年

第67回全国高等学校スキー大会
花輪高校女子リレーチーム
監　督 浅　利　優　一 花輪校校
選　手 児　玉　澪　香 花輪高校　３年
　〃 田　中　星　那 花輪高校　２年
　〃 本　田　千　佳 花輪高校　１年

第72回国民体育大会
秋田県成年女子バスケットボールチーム
監　督 高　辻　洋　暁 ㈱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 荻　原　由　佳 ㈱秋田銀行
トレーナー 伊　藤　ちぐさ 蔵王坊平アスリートヴィレッジ
選　手 成　田　麻沙美 ㈱秋田銀行
　〃 矢　上　若　菜 ㈱秋田銀行
　〃 伊　藤　美和子 ㈱秋田銀行
　〃 小　松　　　恵 ㈱秋田銀行
　〃 加　藤　千　夏 ㈱秋田銀行
　〃 小　林　彩　花 ㈱秋田銀行
　〃 浅　利　　　愛 ㈱秋田銀行
　〃 髙　橋　芙由子 ㈱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

第72回国民体育大会バスケットボール競技　総合１位
バスケットボール秋田県チーム
秋田県バスケットボール協会

平成29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
選　手 山　谷　洸　芽 秋田商業高校　３年
　〃 島　谷　　　侃 秋田商業高校　２年
　〃 佐　藤　　　旭 秋田商業高校　３年
　〃 米　澤　　　凌 秋田商業高校　３年
　〃 鈴　木　勇　斗 秋田商業高校　３年
　〃 山　田　修太郎 秋田商業高校　３年
　〃 安　田　拓　斗 秋田商業高校　３年
　〃 吉　田　大　夢 秋田商業高校　２年
　〃 工　藤　平　良 秋田商業高校　３年
　〃 大　竹　　　塁 秋田商業高校　３年

  
平成29年度全国高校総合体育大会　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 佐　藤　佳　菜 聖霊高校　３年
　〃 田　口　莉　帆 聖霊高校　２年
　〃 成　田　琉　夏 聖霊高校　２年
　〃 土　佐　千　乃 聖霊高校　１年
　〃 安　部　聖　美 聖霊高校　１年

平成29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　真　平 秋田北鷹高校　３年
　〃 伊　藤　　　公 秋田北鷹高校　３年
　〃 藤　井　凌　大 秋田北鷹高校　３年
　〃 宮　崎　泰　我 秋田北鷹高校　２年
　〃 成　田　航　也 秋田北鷹高校　２年



奨  　励　  賞 【個人の部】（氏名・競技・所属）

小　舘　充　華　 陸上競技 流通経済大学　１年
成　田　千　栞 陸上競技 北陽中学校　２年
和　泉　颯雄馬　　陸上競技 三輪小学校　６年
島　谷　　　侃 レスリング 秋田商業高校　２年

齋　藤　華　南 フェンシング 城東中学校　３年
髙　橋　凜　湖 スキー 太田中学校　３年
齊　藤　実　祐 スキー 角館高校卒

第67回全国高等学校スキー大会　女子学校対抗
花輪高校女子スキー部
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 児　玉　澪　香  花輪高校　３年
　〃 田　中　星　那  花輪高校　２年
　〃 本　田　千　佳  花輪高校　１年
　〃 黒　澤　南　帆  花輪高校　１年
　〃 工　藤　稀　凜  花輪高校　２年
　〃 栗　山　優　衣  花輪高校　２年

第67回全国高等学校スキー大会　女子学校対抗
秋田北鷹高校女子スキー部
監　督 古　矢　勝　久 秋田北鷹高校
選　手 加　藤　　　萌 秋田北鷹高校　３年
　〃 平　川　優　花 秋田北鷹高校　３年
　〃 平　川　歩　未 秋田北鷹高校　２年
　〃 堀　部　芽　生 秋田北鷹高校　２年
　〃 柴　田　　　樹 秋田北鷹高校　１年

第67回全国高等学校スキー大会　男子学校対抗
花輪高校男子スキー部
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 山　本　　　竜 花輪高校　３年
　〃 進　藤　洸　太 花輪高校　２年
　〃 横　山　開　世 花輪高校　２年
　〃 木　村　直　希 花輪高校　１年
　〃 藤　田　海　輝 花輪高校　１年
　〃 木　村　幸　大 花輪高校　１年
　〃 小　舘　冬　歩 花輪高校　１年
　〃 安　保　　　光 花輪高校　１年
　〃 杉　田　　　海 花輪高校　３年
　〃 木　村　優　大 花輪高校　３年

第55回全国中学校スキー大会
女子秋田県選抜リレーチーム
監　督 青　山　菜穂子 小坂中学校
選　手 近　藤　さくら 合川中学校　２年
　〃 澤　藤　美　空 合川中学校　２年
　〃 山　田　智　子 森吉中学校　２年
　〃 澤　田　羽　夏 小坂中学校　３年

第55回全国中学校スキー大会
男子秋田県選抜リレーチーム
監　督 阿　部　大　樹 八幡平中学校
選　手 小野寺　唯　人 合川中学校　３年
　〃 堀　部　慈　生 合川中学校　３年
　〃 畠　山　侑　也 八幡平中学校　３年
　〃 山　田　龍　輔 上小阿仁中学校　３年

第73回国民体育大会冬季大会スキー競技会 
秋田県女子リレーチーム
監　督 加　賀　誠　幸 十和田高校
選　手 本　田　千　佳 花輪高校　１年
　〃 田　中　星　那 花輪高校　２年
　〃 平　川　歩　未 秋田北鷹高校　２年
　〃 石　垣　寿美子 秋田ゼロックス㈱

第73回国民体育大会冬季大会スキー競技会
秋田県少年男子リレーチーム
監　督 加　賀　誠　幸  十和田高校
選　手 進　藤　洸　太  花輪高校　２年
　〃 山　本　　　竜  花輪高校　３年
　〃 髙　橋　和　希  秋田北鷹高校　３年
　〃 土濃塚　悠　成  秋田北鷹高校　３年

第73回国民体育大会冬季大会スキー競技会
秋田県成年男子リレーチーム
監　督 加　賀　誠　幸 十和田高校
選　手 佐　藤　太　一 秋田県体育協会
　〃 田　中　聖　土 早稲田大学　４年
　〃 畑　澤　壱　希 日本大学　２年
　〃 湊　　　祐　介 東京美装興業㈱

第73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



奨  　励　  賞 【団体の部】

第37回全日本中学選手権競漕大会
本荘南中学校　ボート部
監　督 福　士　宏　之 本荘南中学校
選　手 山　田　雄　恒 本荘南中学校　３年
　〃 細　矢　遥　斗 本荘南中学校　３年

第37回全国少年柔道大会
雄武館　山中道場
監　督 山　中　昌　史 山中整骨院
選　手 畠　山　　　凱 五城目小学校　６年　
　〃 若　崎　喜　志 下北手小学校　６年
　〃 藤　井　統　司 御所野小学校　５年
　〃 伊　藤　愛　美 四ツ小屋小学校　５年
　〃 伊　藤　志　竜 川尻小学校　４年
　〃 進　藤　健太郎 御所野小学校　４年
　〃 戸井田　悠　暉 仁井田小学校　４年

平成29年度全日本実業団バスケットボール競技大会
ＪＲ東日本秋田 ペッカーズ
部　長 塩　原　　　敬 ＪＲ東日本㈱秋田支社
監　督 石　井　淳　一 ＪＲ東日本㈱秋田支社
コーチ 柿　崎　智　弥 ＪＲ東日本㈱秋田支社
Ａコーチ 黒　政　成　広 ＪＲ東日本㈱秋田支社
マネージャー 田　仲　　　純 ＪＲ東日本㈱秋田支社
Aマネージャー 進　藤　結　香 ＪＲ東日本㈱秋田支社
トレーナー 戸　島　義　夫 ヨシOh!治療院
選　手 大　矢　孝太朗 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 森　　　知　史 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 志　水　一　希 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 石　橋　　　拓 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 鈴　木　隆　史 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 根　岸　城　二 ＪＲ東日本ビルテック㈱
　〃 柳　澤　洸　太 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 髙　橋　　　純 ㈱ＪＲ東日本情報システム
　〃 平　塚　貴　将 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 舘　　　龍　星 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 佐　藤　　　光 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 菊　地　啓　志 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 櫻　庭　朋　久 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 斉　藤　大　輔 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 山　﨑　渉　真 ＪＲ東日本㈱秋田支社

第49回全日本実業団バスケットボール選手権大会
秋田銀行女子バスケットボール部
部　長 播磨屋　寿　敏 ㈱秋田銀行
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 木　村　久美子 TAKAﾌｨｼﾞｶﾙｽﾃｰｼｮﾝ
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
　〃 阿　部　優美香 ㈱秋田銀行
　〃 橋　田　幸　華 ㈱秋田銀行
　〃 荻　原　由　佳 ㈱秋田銀行
　〃 加　藤　千　夏 ㈱秋田銀行
　〃 加　藤　三津子 ㈱秋田銀行
　〃 伊　藤　美和子 ㈱秋田銀行
　〃 星　　　希　望 ㈱秋田銀行
　〃 浅　利　　　愛 ㈱秋田銀行
　〃 柴　田　知　恵 ㈱秋田銀行

第８回全日本女子ユース（Ｕ－15）フットサル大会
秋田L．F．Ｃ．ユース
監　督 中　川　秀　峰 ＪＲ東日本　八郎潟駅
選　手 寺　門　璃　子 天王南中学校　3年
　〃 櫻　庭　　　凜 飯島中学校　3年
　〃 吉　川　亜　希 飯島中学校　3年
　〃 井　上　怜　音 飯島中学校　3年

　〃 佐　藤　風　花 秋田大学教育文化
  学部附属中学校　3年
　〃 小　林　め　い 城南中学校　3年
　〃 石　川　美　音 御所野学院中学校　3年



第50回全日本実業団バスケットボール選手権大会
秋田銀行 女子バスケットボール部
部　長 播磨屋　寿　敏 ㈱秋田銀行
監　督 高　辻　洋　暁 ㈱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 荻　原　由　佳 ㈱秋田銀行
トレーナー 伊　藤　ちぐさ 蔵王坊平アスリートヴィレッジ
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
　〃 阿　部　優美香 ㈱秋田銀行
　〃 橋　田　幸　華 ㈱秋田銀行
　〃 柏　　　詩　乃 ㈱秋田銀行
　〃 加　藤　千　夏 ㈱秋田銀行
　〃 加　藤　三津子 ㈱秋田銀行
　〃 伊　藤　美和子 ㈱秋田銀行
　〃 星　　　希　望 ㈱秋田銀行
　〃 浅　利　　　愛 ㈱秋田銀行
　〃 柴　田　知　恵 ㈱秋田銀行
　〃 髙　橋　芙由子 ㈱秋田銀行
　〃 小　林　彩　花 ㈱秋田銀行

個　　人
　　５名
　　１名
２名

　　５名
　　３名
１名
２名
４名
３４名
７名
６４名

　 団　　　体

 

２３団体   １４０名
　６団体   　８１名

２９団体   ２２１名

平成29年度  受　賞　者　数　一　覧
賞

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



第72回国民体育大会　フェンシング競技
成年女子チーム
 選手兼監督 鈴　木　莉　奈 秋田市役所
 選　　手 高　橋　風　子 秋田市役所
 〃 岡　部　夏　奈 秋田市役所

第72回国民体育大会　フェンシング競技
成年男子チーム
選手兼監督 松　岡　　　慧 秋田県体育協会
 選　　手 簾　内　長　仁 中央大学　４年
 〃 安　部　慶　輝 拓殖大学　３年

第72回国民体育大会　フェンシング競技
総合３位　　秋田県フェンシング協会
選手兼監督 松　岡　　　慧 秋田県体育協会
 選　　手 簾　内　長　仁 中央大学　４年
 〃 安　部　慶　輝 拓殖大学　３年
 選手兼監督 鈴　木　莉　奈 秋田市役所
 選　　手 高　橋　風　子 秋田市役所
 〃 岡　部　夏　奈 秋田市役所
少年男子監督 木　村　良　彦 秋田県フェンシング協会
 選　　手 松　渕　真　平 秋田北鷹高校３年
 〃 伊　藤　　　公 秋田北鷹高校３年
 〃 宮　崎　泰　我 秋田北鷹高校２年
少年女子監督 伊　藤　　　聡 聖霊高校
 選　　手 田　口　莉　帆 聖霊高校２年
 〃 成　田　琉　夏 聖霊高校２年
 〃 土　佐　千　乃 聖霊高校１年

第70回全日本フェンシング選手権大会　　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
 〃 安　部　夏　帆 秋田市役所

秋田県スポーツ賞　栄光賞（団体の部）


