
功　　 労　　 賞
 いけ  だ  じゅう  しゅう

栄　　 誉　　 賞

　協会理事、副会長を歴任し、組織運営と競技の普及、振興に大きく貢献した。
　秋田わか杉国体時には、競技運営を総括し、大会を成功させた。また、県内で開催される東北
選手権大会、東北総体等で、コース設営、水路整備などで大会運営、安全管理に尽力している。

・秋田県ボート協会　副会長池　田　重　秀
（ボート）

　選手として活躍後、地域の指導者として競技の普及・振興に尽力するとともに、長年にわたり
審判員を務め、秋田わか杉国体など、県内で開催された各種大会の運営に尽力した。また、審判
員の技術向上にも大きく寄与し、連盟組織の充実、発展に貢献するなど、その功績は顕著である｡

・秋田県相撲連盟　副会長保　坂　金　雄
（相　撲）

 ほ  さか  かね  お

・秋田県ラグビーフットボール協会　副会長淀　川　幹　夫
（ラグビーフットボール）

 よど  かわ  みき  お

　高校、社会人ラグビーで活躍後、秋田県ラグビ―フットボール協会にスクール委員会を創成、
ラグビースクールの組織化に尽力したほか、東北少年ラグビー連絡協議会を設立し、少年ラグ
ビーの底辺拡大につなげた。
　また、早くから指導者資格を取得し、指導者養成の中核として活躍したほか、県内にタグ・ラ
グビーを初めて導入し、のちにトップリーグで活躍する選手を育成するなど、その功績は大きい｡

　平成６年から12年間、田沢湖町体協会長を務め、市町村合併後の仙北市体協発足に尽力し、
平成30年５月まで12年間にわたり初代会長を務め、地域のスポーツ振興、各競技の競技力向上
や生涯スポーツの振興に努め、仙北市のスポーツ振興に多大な貢献をした。

・仙北市体育協会　顧問菅　原　陽　三
（仙北市）

 すが  わら  よう  ぞう

　昭和42年からダンス競技選手として活躍後、プロとなり25年間活躍した。引退後は、県ボー
ルルームダンス連盟会長や日本ボールルームダンス連盟評議員を歴任し、組織運営や選手の育成
に努めた。平成20年に鹿角ボールルームダンス連盟相談役に就任後、鹿角市体協に加盟し、鹿
角市体協の事業全般に率先して参画するなど運営に尽力した。また、世界トップ選手を招聘する
など、鹿角にダンス文化を根付かせた功績は大きい。

・鹿角ボールルームダンス連盟　相談役長　澤　俊　光
（鹿角市）

 なが  さわ  とし  みつ

　平成30年度　秋田県　平成30年度　秋田県



特 別 栄 冠 賞

特　　 別　　 賞

　第24回世界バドミントン選手権大会女子ダブルスにおいて、初出場ながら
初優勝し世界の頂点に立った。同種目での日本勢の優勝は41年ぶりの快挙で
あり、この偉業は県民に明るい希望と大きな感動をもたらした。

・北都銀行バドミントン部松　本　麻　佑
 まつ  もと  ま  ゆ

・北都銀行バドミントン部永　原　和可那
 なが  はら  わ か な

　第100回全国高等学校野球選手権記念大会において、県勢として103年ぶり
の決勝進出を果たし、東北勢・秋田県勢初の優勝こそ叶わなかったものの、見
事に準優勝に輝いた。直向きで清々しい戦いは、県民はもとより全国の多くの
人々に大きな感動を与えた。

秋田県立金足農業高等学校野球部

　平成11年度から秋田市体協理事、総務委員長などを歴任し、専門委員会の業務に精励、平成
25年度からは副会長として組織の運営、推進に貢献し、秋田市のスポーツ普及振興に大きな役
割を果たした。また、長年、ラグビーフットボール協会の役員として、献身的に大会運営にあた
り、レフリー委員長として若手レフリーを育成するとともに、コーチとして多くの選手を輩出す
るなど指導力を発揮し、ラグビーの競技力向上に貢献した。

・一般財団法人秋田市体育協会　副会長三　戸　俊　信
（秋田市）

 さん の へ  とし  のぶ

・にかほ市体育協会　副会長遠　田　哲　男
（にかほ市）

 えん  だ  てつ  お

　市町村合併前の仁賀保町で、体育指導員、スポーツ少年団及び体育協会などで役職を務め、地
域のスポーツ振興、指導者の育成、活性化に尽力した。合併時には組織の統合に貢献し、現在も
地域の加盟団体とともに市体協の発展に尽力している。

（永原和可那） （松本麻佑）

スポーツ賞受賞者スポーツ賞受賞者



国 際 優 秀 賞 （氏名・競技（大会名）・所属）

松　本　麻　佑 バドミントン（第24回世界バドミントン選手権大会） ㈱北都銀行
永　原　和可那 バドミントン（第24回世界バドミントン選手権大会） ㈱北都銀行
田　中　志　穂 バドミントン（第24回世界バドミントン選手権大会） ㈱北都銀行
米　元　小　春 バドミントン（第24回世界バドミントン選手権大会） ㈱北都銀行
米　元　小　春 バドミントン（第18回アジア競技大会）  ㈱北都銀行

栄  　光　  賞 【個人の部】（氏名・競技・所属）

鑓野目　遼　弥 水泳 山王中学校　３年
門　間　順　輝 レスリング 秋田市消防本部
大　坂　　　昂 レスリング 三菱電機㈱
櫻　庭　功　大 レスリング 拓殖大学　４年
島　谷　　　侃 レスリング 秋田商業高校　３年
山　田　修太郎 レスリング 山梨学院大学　１年
岩　澤　　　侃 レスリング 早稲田大学　３年
阿　部　侑　太 レスリング 日本体育大学　４年

米　澤　　　圭 レスリング 早稲田大学　４年
藤　井　孝　多 柔道 御野場中学校　３年
土　佐　千　乃 フェンシング 聖霊高校　２年
齋　藤　華　南 フェンシング 秋田商業高校　１年
小　野　祐　佳 カヌー 秋田県体育協会
佐々木　将　汰 カヌー 万六建設㈱
佐　藤　彩　乃 カヌー ㈱秋田病理組織細胞
  診研究センター

国 際 奨 励 賞 (氏名・競技（大会名）・所属）

小　野　祐　佳 カヌー（第18回アジア競技大会）   秋田県体育協会

生涯スポーツ賞 【団体】

　男鹿市体協加盟後、初心者用講習会開催等、愛好者の増加に努めるとともに、秋田わか杉国体では男鹿市開催競技でボランティア活
動に励んだ。平成29年９月に開催されたねんりんピック秋田では、県ミニテニス協会と協力し大会を成功に導いたほか、ミニテニス
大会を男鹿市で開催するなど地域に貢献している。

男鹿市ミニテニス協会　(男鹿市）

生涯スポーツ賞 【個人】

　パークゴルフ認定指導員としてパークゴルフを地域に普及させ、指導、奨励に
努め地域の活性化に貢献したほか、試合や交流を通じて夢や希望を与えているそ
の功績は多大である。また、軟式野球連盟の役員を務め、秋田わか杉国体開催時
には軟式野球競技の運営に尽力し、国体成功に大きく貢献した。

佐　藤　敏　己
(横手市）

横手市パークゴルフ協会　会長
 さ  とう とし  み

　北秋田市ユニカール協会発足当時から役員として精力的にユニカール競技の普
及活動をするとともに、県大会、全国大会等、各種大会に積極的に参加し好成績
を収め、協会員の模範となっている。ユニカールによる生涯スポーツの実践に努
め、地域住民の健康増進に貢献している。

和　田　昭　三
(北秋田市）

北秋田市ユニカール協会　理事
 わ だ しょう  ぞう



栄  　光　  賞 【団体の部】

第73回国民体育大会
バスケットボール競技成年男子チーム
監　督 石　井　淳　一　 ＪＲ東日本㈱秋田支社
コーチ 黒　政　成　広 ＪＲ東日本㈱秋田支社
Ａコーチ 若　月　　　徹 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
　〃 斉　藤　大　輔 ＪＲ東日本㈱秋田支社
　〃 佐々木　健　登 ＪＲ東日本㈱秋田支社

第73回国民体育大会
バスケットボール競技　秋田県チーム
秋田県バスケットボール協会

第73回国民体育大会
フェンシング競技成年男子チーム
監督兼選手 松　岡　　　慧 秋田県体育協会
選　手 安　部　慶　輝 拓殖大学　４年
　〃 松　渕　真　平 日本大学　１年

第73回国民体育大会
バドミントン競技成年女子チーム
監　督 三　好　奈　緒 ㈱北都銀行
選　手 松　本　麻　佑 ㈱北都銀行
　〃 永　原　和可那 ㈱北都銀行
　〃 川　上　紗恵奈 ㈱北都銀行

第73回国民体育大会
ラグビーフットボール競技成年男子チーム
監　督 松　橋　寛　則 秋田市役所
選　手 水　尻　棟　之 ㈲斎藤昭一商店
　〃 齊　藤　郁　哉 秋田なまはげ農業協同組合
　〃 伊　藤　恭　平 秋田県信用組合
　〃 髙　橋　大　祐 三傳商事㈱
　〃 鈴　木　　　央 秋田市消防本部
　〃 今　井　隆　太 秋田ゼロックス㈱
　〃 トゥクフカ　トネ 秋田ノーザンブレッツＲＦＣ
　〃 南波流　マヌエリ ㈱秋田県食肉流通センター
　〃 山　下　慶　輔 医療法人久幸会
　〃 貴布　ティウアナ 医療法人久幸会

平成30年度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 田　口　莉　帆 聖霊高校　３年
　〃 成　田　琉　夏 聖霊高校　３年
　〃 古　川　ミサキ 聖霊高校　３年
　〃 土　佐　千　乃 聖霊高校　２年
　〃 成　田　実　礼 聖霊高校　１年

第100回全国高等学校野球選手権記念大会
金足農業高校野球部
責任教師 久　米　信　彦 金足農業高校
監　督 中　泉　一　豊 金足農業高校
選　手 吉　田　輝　星 金足農業高校　３年
　〃 菊　地　亮　太 金足農業高校　３年
　〃 髙　橋　佑　輔 金足農業高校　３年
　〃 菅　原　天　空 金足農業高校　３年
　〃 打　川　和　輝 金足農業高校　３年
　〃 斎　藤　璃　玖 金足農業高校　３年
　〃 佐々木　大　夢 金足農業高校　３年
　〃 大　友　朝　陽 金足農業高校　３年
　〃 菊　地　彪　吾 金足農業高校　３年
　〃 関　　　悠　人 金足農業高校　２年
　〃 嶋　﨑　響　己 金足農業高校　２年
　〃 沢　石　和　也 金足農業高校　２年
　〃 小　松　雅　弥 金足農業高校　２年
　〃 佐々木　大　和 金足農業高校　２年
　〃 菅　原　　　大 金足農業高校　２年
　〃 工　藤　来　夢 金足農業高校　２年
　〃 船　木　　　弦 金足農業高校　２年
　〃 池　田　　　翔 金足農業高校　２年

向　川　桜　子 スキー 秋田ゼロックス㈱
田　中　聖　土 スキー 自衛隊体育学校冬季
  特別体育教室
湊　　　祐　介 スキー シード㈱
石　垣　寿美子 スキー 秋田ゼロックス㈱
中　村　和　司 スキー 秋田ゼロックス㈱
木　村　幸　大 スキー 花輪高校　２年

田　中　星　那 スキー 花輪高校　３年
沼　森　愛　奈 スキー 東海大学　４年
本　田　千　佳 スキー 花輪高校　２年
森　永　ののか スキー 角館高校　３年
石　塚　　　結 スキー 角館高校　２年
湯　瀬　晃　成 スキー 小坂高校　３年



第68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 花輪高校
選　手 田　中　星　那 花輪高校　３年
　〃 黒　澤　南　帆 花輪高校　２年
　〃 本　田　千　佳 花輪高校　２年

第68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 門　脇　　　匠 秋田北鷹高校　３年
　〃 上　平　晃　也 秋田北鷹高校　２年
　〃 山　田　龍　輔 秋田北鷹高校　１年
　〃 木　村　賢太郎 秋田北鷹高校　３年

第68回全国高等学校スキー大会
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 田　中　星　那 花輪高校　３年
　〃 工　藤　稀　凜 花輪高校　３年
　〃 栗　山　優　衣 花輪高校　３年
　〃 本　田　千　佳 花輪高校　２年
　〃 黒　澤　南　帆 花輪高校　２年
　〃 澤　田　羽　夏 花輪高校　１年
　〃 米　田　依里湖 花輪高校　１年

第68回全国高等学校スキー大会
角館高校女子スキー部
監　督 藤　木　　　剛 角館高校
選　手 森　永　ののか 角館高校　３年
　〃 石　塚　　　結 角館高校　２年
　〃 佐　藤　紀　子 角館高校　３年
　〃 髙　橋　凜　湖 角館高校　１年

第56回全国中学校　スキー大会
秋田県選抜女子リレーチーム
監　督 青　山　菜穂子 小坂中学校
選　手 小　鮒　穂乃実 大館東中学校　１年
　〃 近　藤　さくら 合川中学校　３年
　〃 畠　山　香　恋 八幡平中学校　２年
　〃 山　田　智　子 森吉中学校　３年

第49回全国中学校ソフトテニス大会
森吉中学校ソフトテニス部
監　督 荒　川　孝　洋 森吉中学校
選　手 中　嶋　柊　哉 森吉中学校　２年
　〃 戸　沢　佳　太 森吉中学校　３年
　〃 西　宮　律　己 森吉中学校　２年
　〃 西　宮　想　心 森吉中学校　２年
　〃 菅　原　　　典 森吉中学校　３年
　〃 吉　田　夕　輝 森吉中学校　２年
　〃 杉　渕　忠　稀 森吉中学校　１年
　〃 木　村　風　太 森吉中学校　２年

第48回全国中学校相撲選手権大会
合川中学校相撲部
監　督 小　室　　　勉 合川中学校
選　手 齋　藤　貴　仁 合川中学校　３年
　〃 金　田　魁　斗 合川中学校　３年
　〃 櫻　田　　　隼 合川中学校　２年

第72回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 佐々木　　　翔 ㈱北都銀行
選　手 永　原　和可那 ㈱北都銀行
　〃 松　本　麻　佑 ㈱北都銀行

第74回国民体育大会冬季大会スキー競技会
スキー競技　女子リレー秋田県チーム
監　督 加　賀　誠　幸 十和田高校
選　手 田　中　星　那 花輪高校　３年
　〃 平　川　歩　未 秋田北鷹高校　３年
　〃 本　田　千　佳 花輪高校　２年
　〃 石　垣　寿美子 秋田ゼロックス㈱

第74回国民体育大会冬季大会スキー競技会
スキー競技　少年男子リレー秋田県チーム
監　督 加　賀　誠　幸 十和田高校
選　手 進　藤　洸　太 花輪高校　３年
　〃 木　村　賢太郎 秋田北鷹高校　３年
　〃 上　平　晃　也 秋田北鷹高校　２年
　〃 門　脇　　　匠 秋田北鷹高校　３年

第74回国民体育大会冬季大会スキー競技会
スキー競技　秋田県チーム

第74回国民体育大会冬季大会スキー競技会
スキー競技　秋田県女子チーム



奨  　励　  賞 【個人の部】（氏名・競技・所属）

奨  　励　  賞 【団体の部】（氏名・競技・所属）

第１回全日本社会人バスケットボール
地域リーグチャンピオンシップ
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 後　藤　弘　志 ㈱秋田銀行
コーチ 小　滝　道　仁 ㈱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
　〃 国　井　直　子 ㈱秋田銀行
　〃 小　林　彩　花 ㈱秋田銀行
　〃 阿　部　優美香 ㈱秋田銀行
　〃 渡　邊　好　美 ㈱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

個　　人
　　３名
　　４名
２名

２名
　　５名
　　１名
２７名
４名
４８名

　 団　　　体

　１団体
　１団体

 
１９団体   １１６名
　１団体   　２０名
２２団体   １３６名

平成30年度  受　賞　者　数　一　覧
賞

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

島　谷　東　志 レスリング 大東文化大学　２年
石　川　玲　愛 相撲 潟西中学校　３年
鈴　木　清　也 柔道 明徳館高校　２年
伊　藤　志　竜 柔道 川尻小学校　５年


