
功　　 労　　 賞

 みや  こし  まさ  き

　長年にわたり、連盟の理事、理事長としてスキー競技の普及、発展及び選手の育成・強化、組
織運営に努めた。「あきた鹿角国体２０１１」、「あきた鹿角国体２０１３」など地元開催大会を
成功に導くとともに、皇后杯5連覇を達成するなど、卓越した指導力で本県のスポーツ振興に大
きく貢献した。

・秋田県スキー連盟　顧問宮　越　雅　己
（スキー）

　長年にわたり、勤務校レスリング部の強化と秋田県全体の競技力向上に努め、理事長として協
会の舵を取り、秋田わか杉国体ではレスリング競技の総監督として、総合優勝、天皇杯獲得に
チームを導いた。また、モントリオールオリンピック銅メダリストとしての経験を生かし、多く
の若手指導者の育成に注力するなど、大きな功績を挙げた。

・秋田県レスリング協会　副会長菅　原　弥三郎
（レスリング）

 すが  わら  や さぶ ろう

・秋田県ウエイトリフティング協会　常任顧問佐　藤　嘉　樹
（ウエイトリフティング）

 さ  とう  よし  き

　長年にわたり、県ウエイトリフティング協会顧問として、大会運営、競技会場設営などに尽力
し、昭和５９年秋田インターハイや、平成１９年の秋田わか杉国体を成功に導いた。また、県内
開催の東北大会、東北高校選手権、全日本選手権大会、全日本マスターズ大会等、大きな大会の
成功に尽力し、県協会の発展に大きく寄与している。

　長年にわたり、地域の卓球競技の普及・振興と組織強化に尽力するとともに、県協会役員、審
判部長として、平成１９年秋田わか杉国体の運営、審判員養成に貢献した。全国・東北大会の審
判長、（公財）日本卓球協会のルール審判委員としても活躍し、県協会の組織強化に努めるなど、
大きな功績を挙げた。

・秋田県卓球協会　副会長米　山　　　隆
（卓　球）

 よね  やま    たかし

　令和元年度　秋田県　令和元年度　秋田県



　長年にわたり、県連盟の組織運営と発展に尽力し、主催・主管事業推進の中枢として貢献して
いる。また、指導者として会員や初心者の指導に努め、青少年の健全育成、選手強化の推進にそ
の指導力を発揮し、優秀選手を多数輩出するなど、大きな功績を挙げた。

・秋田県弓道連盟　副会長三　浦　晧　光
（弓　道）

 み  うら  ひろ  みつ

　長年にわたり選手として活躍後、各種大会の公認審判員を務めるなど、競技の普及、発展に尽
力した。また、職場や町道場で後進の指導にあたり、多くの社会人、青少年の育成に努めるとと
もに、県連盟役員として、県内大会や本県で開催された全国、東北大会を成功に導くなど、組織
の強化、普及発展に大きく貢献している。

・秋田県柔道連盟　相談役下　田　恵　助
（柔　道）

 しも  だ  けい  すけ

・秋田県ラグビーフットボール協会　副会長金　　　義　悦
（ラグビーフットボール）

 こん    ぎ  えつ

　県内社会人ラグビーの普及、発展に努めるとともに、「東北社会人リーグ」の立ち上げに尽力す
るなど、東北地区のラグビーの強化発展に貢献した。また、県協会理事長として、平成１３年本
県開催のワールドゲームズでは円滑な大会運営に手腕を発揮し、平成１９年秋田わか杉国体で
は、少年準優勝、成年優勝、総合優勝に導くなど、大きな功績を挙げた。

特 別 功 績 者 賞

　秋田県体育協会の常務理事として１年間、理事として３期６年間、副会長として１期２年間組
織の充実・発展及び本県スポーツの普及・振興に貢献した。また、第６２回秋田国体競技力向上
対策局次長、局長を歴任し、平成１９年秋田わか杉国体での天皇杯・皇后杯獲得に導いた功績は
大きい。

・（公財）秋田県体育協会　前副会長茂　木　　　優
 もて  ぎ    まさる

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）
鈴　木　優　花 陸上競技 第30回ユニバーシアード夏季大会 大東文化大学　２年
永　原　和可那 バドミントン 第25回世界バドミントン選手権大会 ㈱北都銀行
松　本　麻　佑 バドミントン 第25回世界バドミントン選手権大会 ㈱北都銀行

生涯スポーツ賞 【団体】

　健康づくりと豊かなスポーツライフを継続実践している生涯スポーツ振興の模範団体として、各種大会の開催、運営などの活動で地
域の活性化に大きく貢献している。

由利本荘市岩城パークゴルフ協会　(由利本荘市）

生涯スポーツ賞 【個人】

　地域のユニカール協会設立に尽力、地域に生涯スポーツとして普及を図るとと
もに、ルールの指導、技術力の向上、組織の充実発展に努め、住民の健康増進に
多大な貢献をしている。

簾　内　　　宏
(北秋田市）

・北秋田市ユニカール協会　顧問
 すの  うち   ひろし

栄　　 誉　　 賞

　長年にわたり、鹿角市体協、県相撲連盟の役員として活躍し、鹿角市で開催される各種大会の
主軸として尽力、相撲の普及と振興に貢献するとともに、鹿角市のスポーツ振興、発展に寄与し
ている。

・鹿角市相撲連盟　副会長青　澤　勇　悦
 あお  さわ  ゆう  えつ

　長年にわたり、秋田市体協役員を歴任し、献身的に組織の充実と発展に取り組むとともに、
サッカーのスポーツ少年団の育成にも尽力し、秋田市のスポーツの普及・振興に大きく貢献し
た。

・（一財）秋田市体育協会　副会長兼専務理事鎌　田　良　勝
 かま  だ  よし  かつ

　長年にわたり、旧神岡町体協、神岡町スキークラブで、地域のスポーツ振興とスキー技術向上
に尽力し、市町村合併後は大仙市体協において社会体育の普及に努め、地域の幅広い世代のス
ポーツ活動を牽引してきた。

・大仙市体育協会神岡支部　顧問竹　原　弘　治
 たけ  はら  こう  じ

　長年にわたり、高校バレーの指導者としてバレーボール競技の発展、レベル向上に努め、オリ
ンピック選手など、多くの選手を輩出し、地域、県内のバレーボール振興に大きく寄与するとと
もに、地域全体の活性化に尽力した。

・由利本荘市体育協会  副会長籾　山　芳　雄
 もみ  やま  よし  お



栄  　光　  賞 【個人の部】（氏名・競技・所属）
関　本　萌　香 陸上競技 早稲田大学　２年
杉　本　賢　真 陸上競技 秋田高校　１年
小　舘　充　華 陸上競技 流通経済大学　３年
稲　垣　愛　結 陸上競技 花輪高校　３年
門　間　順　輝 レスリング 秋田市消防本部
櫻　庭　功　大 レスリング 自衛隊体育学校
藤　原　颯　人 レスリング 秋田商業高校　３年
阿　部　侑　太 レスリング 秋田県レスリング協会
菊　地　　　憲 レスリング ＡＬＳＯＫ秋田㈱
吉　川　航　平 レスリング 秋田商業高校（教）
岩　澤　　　侃 レスリング 早稲田大学　４年
山　田　修太郎 レスリング 山梨学院大学　２年
米　澤　　　凌 レスリング 早稲田大学　２年
島　谷　東　志 レスリング 大東文化大学　３年
後　藤　　　叶 ウエイトリフティング 能代工業高校　３年
安　部　慶　輝 フェンシング 秋田緑ヶ丘病院
土　佐　千　乃  フェンシング 聖霊高校　３年
成　田　琉　夏 フェンシング 専修大学　１年
松　渕　真　平 フェンシング 日本大学　２年

成　田　祐　也 弓道　 由利本荘市役所
佐々木　　　優 カヌー 秋田県カヌー協会
木　村　幸　大 スキー　 花輪高校　３年
石　塚　　　結 スキー　 角館高校　３年
田　口　　　慧 スキー　 角館高校　３年
山　田　龍　輔 スキー　 秋田北鷹高校　２年
本　田　千　佳 スキー　 花輪高校　３年
畠　山　香　恋 スキー　 八幡平中学校　３年
成　田　　　絆 スキー　 小坂中学校　２年
向　川　桜　子 スキー　 秋田ゼロックス㈱
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㈱
水　谷　美　穂 スキー　 角館高校　２年
齊　藤　実　祐 スキー　 法政大学　３年
米　田　菜　緒 スキー　 日本大学　３年
進　藤　洸　太 スキー　 日本大学　１年
木　村　吉　大 スキー　 専修大学　３年

栄  　光　  賞 【団体の部】
第74回国民体育大会 バスケットボール競技
秋田県成年男子チーム
監　督 石　井　淳　一 東日本旅客鉄道㈱秋田支社
コーチ 黒　政　成　広 東日本旅客鉄道㈱秋田支社
Ａコーチ 若　月　　　徹 東日本旅客鉄道㈱秋田支社
マネージャー 小　林　大　輔 東日本旅客鉄道㈱秋田支社
トレーナー 戸　島　義　夫 ヨシＯｈ！治療院
選　手 佐　藤　　　光 東日本旅客鉄道㈱秋田支社
選　手 大　矢　孝太朗 東日本旅客鉄道㈱秋田支社
選　手 舘　　　龍　星 東日本旅客鉄道㈱秋田支社
選　手 鈴　木　隆　史 東日本旅客鉄道㈱秋田支社
選　手 幸　崎　竜　馬 東日本旅客鉄道㈱秋田支社
選　手 井　手　優　希 東日本旅客鉄道㈱秋田支社
選　手 森　　   知　史 東日本旅客鉄道㈱秋田支社
選　手 山　﨑　渉　真 東日本旅客鉄道㈱秋田支社
選　手 根　岸　城　二 ＪＲ東日本ビルテック㈱秋田支店
選　手 柳　澤　洸　太 東日本旅客鉄道㈱秋田支社
選　手 斉　藤　大　輔 東日本旅客鉄道㈱秋田支社
選　手 佐々木　健　登 東日本旅客鉄道㈱秋田支社

令和元年度全国中学校体育大会 第41回全国中学校軟式野球大会
仙北中学校野球部
監　督 斉　藤　誠　良 仙北中学校（教）
部　長 小　松　　　満 仙北中学校（教）
選　手 長　淵　星　河 仙北中学校　３年
選　手 齊　藤　友　紀 仙北中学校　２年
選　手 松　本　太　一 仙北中学校　３年
選　手 原　　　柊　汰 仙北中学校　３年
選　手 土　井　大　智 仙北中学校　３年
選　手 小　林　稔　季 仙北中学校　３年
選　手 佐々木　和　真 仙北中学校　３年
選　手 鈴　木　寛　生 仙北中学校　３年
選　手 本　間　悠　哉 仙北中学校　３年
選　手 伊　藤　　　陸 仙北中学校　３年
選　手 竹　村　凌　平 仙北中学校　３年
選　手 木　藤　壮　磨 仙北中学校　２年
選　手 髙　橋　琉　斗 仙北中学校　２年
選　手 髙　橋　大　和 仙北中学校　２年
選　手 長　澤　　　哉 仙北中学校　２年
選　手 茂　木　虎々真 仙北中学校　２年
選　手 後　藤　裕　誠 仙北中学校　２年
選　手 竹　村　直　晃 仙北中学校　２年

第74回国民体育大会 バスケットボール競技
秋田県男女総合チーム
(一社)秋田県バスケットボール協会

国 際 奨 励 賞 (氏名・競技（大会名）・所属）
川　上　紗恵奈 バドミントン BWFワールドツアーオルレアンマスターズ2019 ㈱北都銀行
山　田　修太郎 レスリング レスリングアジア選手権 山梨学院大学　２年

優秀指導者賞 (氏名・競技（大会名）・所属）
村　上　義　憲 カヌー 由利地域振興局



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）

令和元年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会
第35回全国高等学校カヌー選手権大会
本荘高校 カヌースプリント カヤックペア　阿部　智礼・佐々木　絵　組
監　督 佐　藤　悠　揮 本荘高校（職）
選　手 阿　部　智　礼 本荘高校　３年
選　手 佐々木　　　絵 本荘高校　３年

第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会
秋田県女子チーム

第75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（教）
選　手　 山　田　智　子 秋田北鷹高校　1年
選　手　 本　田　千　佳 花輪高校　３年
選　手　 佐　藤　　　葵 早稲田大学　４年
選　手　 石　垣　寿美子 秋田ゼロックス㈱

第75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（教）
選　手　 堀　部　慈　生 秋田北鷹高校　２年
選　手　 畠　山　侑　也 花輪高校　２年
選　手　 小　森　克　樹 秋田北鷹高校　３年
選　手　 山　田　龍　輔 秋田北鷹高校　２年

第75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（教）
選　手　 土濃塚　悠　成 日本大学　３年
選　手　 田　中　聖　土 自衛隊体育学校
選　手　 佐　藤　太　一 (公財)秋田県体育協会
選　手　 湊　　　祐　介 シード㈱

第74回国民体育大会 フェンシング競技
秋田県成年男子チーム
選手兼監督 吉　田　花　道 (公財)秋田県体育協会
選　手 安　部　慶　輝 秋田緑ヶ丘病院
選　手 松　渕　真　平 日本大学　２年

第74回国民体育大会 フェンシング競技
秋田県成年女子チーム
選手兼監督 高　橋　風　子 秋田市役所
選　手 安　部　夏　帆 秋田市役所
選　手 田　口　莉　帆 日本大学　１年

令和元年度全国高等学校総合体育大会フェンシング競技大会
第65回全国高等学校フェンシング選手権大会
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（教）　
選　手 酒　井　さゆり  聖霊高校　３年
選　手 土　佐　千　乃 聖霊高校　３年
選　手 成　田　実　礼 聖霊高校　２年
選　手 嶋　田　愛　音 聖霊高校　２年
選　手 佐　藤　めるしい 聖霊高校　２年

内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯争奪
2019年度第73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　永原　和可那・松本　麻佑 組
監　督 佐々木　　　翔 ㈱北都銀行
選　手 永　原　和可那 ㈱北都銀行
選　手 松　本　麻　佑 ㈱北都銀行

髙　橋　　　凛 水泳（競泳） 城東中学校　１年
成　田　竜　也 レスリング (公財)秋田県体育協会

第42回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 競泳競技
秋田アスレティッククラブフリーリレーチーム
監　督 夏　井　昂　成 秋田アスレティッククラブ
選　手  近　藤　テ　オ 川尻小学校　５年
選　手  伊　藤　竜　弥 大住小学校　５年
選　手  加　藤　　　陽 旭南小学校　５年
選　手  髙　橋　大　輔 上北手小学校　５年

第39回全日本バレーボール小学生大会（令和元年度）全国大会
横手バレーＪｒ．スポーツ少年団
監　督 髙　橋　大　輔 社会医療法人　興生会
選　手  長　井　慶　介 横手南小学校　６年
選　手  佐々木　悠　成 横手南小学校　６年
選　手  髙　橋　翔太朗 十文字第一小学校　６年
選　手  久　米　真　翔 横手南小学校　６年
選　手  坂　上　榮　暢 横手南小学校　６年
選　手  佐々木　大　和 朝倉小学校　５年
選　手  高　階　大　和 横手北小学校　５年
選　手  髙　橋　幸　輝 朝倉小学校　５年
選　手  草　彅　晃　啓 横手南小学校　４年
選　手  藤　井　　　暖 横手南小学校　３年

高松宮記念杯第2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 芦　田　晃　輔 ㈱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
トレーナー 伊　藤　ちぐさ 蔵王坊平アスリートヴィレッジ
マネージャー 荻　原　由　佳 ㈱秋田銀行
選　手  柏　　　詩　乃 ㈱秋田銀行
選　手  国　井　直　子 ㈱秋田銀行
選　手  浅　利　　　愛 ㈱秋田銀行
選　手  成　田　麻沙美 ㈱秋田銀行
選　手  矢　上　若　菜 ㈱秋田銀行
選　手  小　林　彩　花 ㈱秋田銀行
選　手  渡　邊　好　美 ㈱秋田銀行
選　手  髙　橋　芙由子 ㈱秋田銀行
選　手  阿　部　優美香 ㈱秋田銀行
選　手  伊　藤　美和子 ㈱秋田ジェーシービーカード
選　手  星　　　希　望 ㈱秋田銀行
選　手  柴　田　知　恵 ㈱秋田銀行
選　手  加　藤　三津子 ㈱秋田銀行
選　手  加　藤　千　夏 ㈱秋田銀行
選　手  西　尾　友　歩 ㈱秋田銀行

鈴　木　清　也 柔道 秋田明徳館高校　４年
齋　藤　華　南 フェンシング 秋田商業高校　２年



個　　人
　　７名
　　１名
４名
１名
３名

　　２名
　　１名
３７名
４名
６０名

　 団　　　体

　１団体

 
１２団体   　７０名
　３団体   　３６名
１６団体   １０６名

令和元年度  秋田県スポーツ賞　受賞者数一覧
賞

功 労 賞
特 別 功 績 者 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

個　　人
　　１名
　　１名
１名
３名

　 団　　　体
１団体
　１団体
　１団体
　３団体

令和元年度
人見スポーツ賞･畠沢国体賞･辻ジュニアスポーツ大賞

受賞者数一覧
賞

人 見 ス ポ ー ツ 賞
畠 沢 国 体 賞
辻ジュニアスポーツ大賞

合　　　計


