
功　　 労　　 賞
  こばやし     あらた

　県ボート協会の理事、理事長を歴任し、組織運営とボート競技の楽しさ、その継続の重要性を
認識させるなど、競技の普及と振興に大きく貢献。
　また、秋田わか杉国体を始め、東北ボート選手権大会、東北総合体育大会、県内大会など各種
大会において、大会の運営や安全管理に尽力している。

・秋田県ボート協会　副会長小　林　　　 新
（ボート）

　県アマチュアボクシング連盟（現　県ボクシング連盟）の理事、常任理事、副理事長、理事長
を歴任し、選手強化に尽力。
　また、国民体育大会コーチ、監督として好成績を収め、全国トップクラスの選手を育成する。
　他に、県内で開催された全国三大大会の全日本選手権、秋田わか杉国体、北東北インターハイ
についても尽力し、現在も各種大会に大きく貢献している。

・秋田県ボクシング連盟　副会長山　平　雄二郎
（ボクシング）

 やまひら ゆうじろう

・秋田県体操協会　副会長中　村　栄　喜
（体　操）

 なかむら えいき

　県体操協会の常務理事、副会長を歴任し、複眼的視点から協会組織の在り方について諸課題を
指摘し、組織運営及び体制の整備に尽力。
　また、各種大会を成功に導き、特に秋田わか杉国体では、体操競技成年男女・少年男女の強化
主担当として強化計画を推進し、総合優勝に貢献した。

・秋田県レスリング協会　参与宮　原　　　章
（レスリング）

 みやはら  あきら

　現役時代は、史上初となる全日本学生選手権大会の４連覇。世界選手権では２年連続準優勝、
アジア選手権では優勝を果たした。また、モスクワオリンピックの代表を掴み取るが、日本が不
参加となり、出場は叶わなかった。
　その後、３０年以上にわたり、母校秋田商業高校レスリング部ヘッドコーチとして強化に励
み、ひいては秋田県全体の競技力向上に努め、秋田わか杉国体では、総合優勝天皇杯獲得に貢献
した。

　選手として国体・全国大会等で活躍、その後、高校の指導者として選手の育成、競技力の向上
に尽力し、全国大会優勝１２回を果たした他、オリンピック選手をはじめ優秀な選手を多く育成
した。
　また、県フェンシング協会の常任理事、副理事長、理事長、副会長、会長代行、会長を歴任
し、協会の発展・活性化・底辺拡大に尽力した。

・秋田県フェンシング協会　顧問成　田　政　志
（フェンシング）

 なりた まさし























　令和３年度　秋田県　令和３年度　秋田県



　成年の選手として、国民体育大会や全日本選手権をはじめ、全国規模の大会に数多く出場し、
多大な実績を残した。
　また、県剣道連盟の理事、監事、常務理事、理事長、副会長を歴任し、秋田わか杉国体で培っ
た強化体制を定着させた功績は大きい。そして現在も現役として稽古に励み後進の指導にあた
り、卓越した指導力、誠実な人柄は多くの剣道人の指標となっている。

・秋田県剣道連盟　顧問鍋　島　喜　隆
（剣　道）

 なべしま よしたか

　永年にわたり、県山岳連盟（現　県山岳・スポーツクライミング連盟）の役員として選手強化
に従事し、山岳競技の選手育成、指導は卓越したものである。
　また、秋田県の山岳競技の技術指導と普及に尽力し、秋田わか杉国体では総合優勝を遂げた。
　その後は、山岳競技指導者の増加に尽力し、スポーツクライミングの指導者の増加が顕著とな
り、その功績は大きい。

・秋田県山岳･スポーツクライミング連盟　顧問荘　司　昭　夫
（山岳･スポーツクライミング）

 しょうじ あきお

　県空手道連盟の役員として財政基盤の確立と選手強化、指導者育成などに指導力を発揮し、秋
田わか杉国体では、総合優勝を果たした。
　また、第６回ワールドゲームズでは、秋田大会組織委員会副会長として、全日本連盟や世界空
手連盟の幹部との交流を積極的に行い、本県空手界への理解を深めた。さまざまな流派、会派を
まとめあげ、一致団結して運営していく組織づくりを達成した功績は大きい。

・秋田県空手道連盟　最高顧問須　田　精　一
（空手道）

 すだ せいいち

　永年にわたり、本県野球界において、役員、指導員として組織の確立、事業の運営等に幅広い
活動を展開し、その普及、振興に尽力した。
　また、学童野球から一般野球まで指導育成に精進し、郷土のスポーツ振興に貢献した功績は大
きく、県軟式野球連盟の普及発展、選手強化に寄与した。

・秋田県軟式野球連盟　副会長三　上　　　豊
（軟式野球）

 みかみ  ゆたか

　八幡平スキークラブ発足から参画し、会員相互の親睦と有資格者を増やすなど、レベルアップ
に貢献し、他に八幡平スキークラブ・八幡平体育協会会長を歴任し、広く地域スポーツの振興に
寄与した。
　また、鹿角市スキー連盟副会長、秋田県スキー連盟監事、鹿角市体育協会（現　鹿角市スポーツ
協会）監事を務めるなど、スキーの普及振興はもとより組織の強化にも尽力した功績は大きい。

・八幡平体育協会　顧問髙　田　幸　良
（鹿角市）

 たかだ ゆきよし

栄　　 誉　　 賞

























スポーツ賞受賞者スポーツ賞受賞者



〔写真提供：秋田魁新報社〕

　永年にわたり、大仙市体育協会（現　大仙市スポーツ協会）仙北支部及び大仙市体育協会（現
　大仙市スポーツ協会）の主たる役職を歴任され、当地域におけるスポーツ活動を牽引し、また
地元地域のみならず市全体のスポーツ振興に尽力。
　また、仙北支部傘下の仙北ゴルフ倶楽部の代表として、大会の運営に力を注ぐとともに、地域
のゴルフ競技の普及に大きく貢献している。

・大仙市スポーツ協会　常任理事吉　田　利　雄
（大仙市）

 よしだ としお

特　　 別　　 賞

　東京五輪のバスケットボール３人制男子に出場し、１次リーグを突破。準々決勝で敗退したもの
の、秋田で鍛えた守備とアウトサイドシュートを武器に攻守両面でチームを支えた。五輪新種目とな
る試合は、多くの人の目を引きつけた。

保　岡　龍　斗
 やすおか りゅうと

・秋田ノーザンハピネッツ㈱

　東京五輪のカヌー・スラローム女子カナディアンシングルに出場し、予選１本目での転覆を２本目
で立て直す。予選敗退ではありながら、最初から前向きに臨み、大舞台を笑顔で終え、カヌーの楽し
さを伝えた。

佐　藤　彩　乃
 さとう あやの

・㈱秋田病理組織細胞診研究センター

　東京五輪のカヌー・スプリント女子カヤックシングルに出場。予選、準々決勝とも７位という結果
だったが、引退を決めて臨んだ五輪、これまでの長い道のりを最後につなげ、やりきったすがすがし
さを印象づけた。

小　野　祐　佳
 おの ゆか

・(公財）秋田県スポーツ協会

　北京五輪のアルペンスキー女子２種目に出場。けががあったり、約１年半ぶりの大回転ではありな
がら無事完走を果たし五輪を満喫した。五輪に出られたことに感慨を覚え、今後の活動につなげてい
く思いを膨らませ、希望を感じさせた。

向　川　桜　子
 むこうがわ さくらこ

・富士フイルムＢＩ秋田㈱

　北京五輪のバイアスロン女子に出場。五輪へは、県勢最多の４大会連続の出場となった。多数の種
目に出場し、個人種目では五輪自己最高となる27位（女子15㎞）を記録し、好調さを見せ、継続す
る力強さを感じさせた。

立　崎　芙由子
 たちざき ふゆこ

・自衛隊体育学校

東京五輪のバドミントン女子ダブルスに出場し、１次リーグを見事突破。準々決勝
で惜しくも敗退したものの、最終盤の競り合いは、見る者に感動を与えた。

・㈱北都銀行松　本　麻　佑
 まつもと まゆ

・㈱北都銀行永　原　和可那
 ながはら わかな

（永原和可那） （松本麻佑）



国 際 奨 励 賞 (氏名・競技・大会名・所属）

松　本　麻　佑 バドミントン 第28回ユーバー杯　女子国別対抗世界選手権大会　　㈱北都銀行

優秀指導者賞 (氏名・競技・所属）

石　川　　　力 柔道 秋田県柔道連盟

栄  　光　  賞 【個人の部】（氏名・競技・所属）
鈴　木　優　花 陸上競技 大東文化大学　４年
関　本　萌　香 陸上競技 早稲田大学　　４年
鈴　木　大　斗 水泳 桜中学校　　　３年
髙　橋　　　凛 水泳 城東中学校　　３年
白　鳥　航　生　 水泳 能代第二中学校 ３年
山　田　修太郎 レスリング 山梨学院大学　４年
櫻　庭　功　大 レスリング 自衛隊体育学校
阿　部　侑　太 レスリング (公財)秋田県スポーツ協会
米　澤　　　圭 レスリング ㈱ＩＧＮＩＴＩＯＮ
島　谷　　　侃 レスリング 早稲田大学　　３年
保　坂　典　樹 レスリング 秋田商業高校　３年
佐々木　優　太 レスリング 明桜高校　　　３年
加　成　京　介 レスリング 秋田商業高校　２年
伊　藤　洋　行 レスリング 秋田商業高校　２年
齋　藤　貴　仁 相撲 秋田北鷹高校　３年
伊　藤　愛　美 柔道 御野場中学校　３年

安　部　慶　輝 フェンシング 秋田緑ヶ丘病院
成　田　琉　夏 フェンシング 専修大学　　　３年
長　崎　昇　子 フェンシング 秋田北鷹高校　３年
國　澤　　　拓 クレー射撃 秋田県クレー射撃協会
土　田　剛　士 剣道 矢島中学校　　３年
田　中　聖　土　　スキー　　　　　自衛隊体育学校冬季特別体育教育室
馬　淵　　　点　　スキー　　　　　㈱イトイ産業
藤　本　孝　輔　　スキー　　　　　秋田北鷹高校　１年
山　田　智　子　　スキー　　　　　秋田北鷹高校　３年
畠　山　香　恋　　スキー　　　　　花輪高校　　　２年
畔　上　凜　花　　スキー　　　　　秋田北鷹高校　３年
成　田　健　太　　スキー　　　　　花輪高校　　　３年
木　村　幸　大　　スキー　　　　　中央大学　　　２年
遠　藤　佳　人　　スキー　　　　　秋田北鷹高校　１年
成　田　　　絆　　スキー　　　　　花輪高校　　　１年

栄  　光　  賞 【団体の部】
令和３年度全国高等学校総合体育大会剣道大会
第６８回全国高等学校剣道大会
秋田商業高校男子剣道部
監　督　　高　橋　伸　友 秋田商業高校
選　手　　高　橋　京太郎 秋田商業高校　３年
選　手　　打　川　　　武 秋田商業高校　３年
選　手　　萬　年　竜　也 秋田商業高校　３年
選　手　　福　田　樹　也 秋田商業高校　３年
選　手　　三　浦　輝　優 秋田商業高校　３年
選　手　　岩　本　　　創 秋田商業高校　２年
選　手　　大　里　貫　太 秋田商業高校　２年

第７７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　　秋田北高校
選　手　　畔　上　凜　花　　秋田北鷹高校　３年
選　手　　畠　山　香　恋　　花輪高校　　　２年
選　手　　山　田　智　子　　秋田北鷹高校　３年
選　手　　石　垣　寿美子　　富士フイルムＢＩ秋田㈱

令和３年度全国高等学校総合体育大会
第７１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　　古　田　柊　斗　　花輪高校　２年
選　手　　石　井　茂　太　　花輪高校　２年
選　手　　髙　畑　　　歩　　花輪高校　１年
選　手　　成　田　　　絆　　花輪高校　１年

令和３年度全国高等学校総合体育大会
第７１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　　山　田　智　子　　秋田北鷹高校　３年
選　手　　畔　上　凜　花　　秋田北鷹高校　３年
選　手　　大　野　ま　こ　　秋田北鷹高校　３年

国 際 優 秀 賞 (氏名・競技・大会名・所属）

永　原　和可那　　バドミントン　　第26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26回世界バドミントン選手権大会　　　　　　　　㈱北都銀行



令和３年度全国高等学校総合体育大会
第７１回全国高等学校スキー大会
学校対抗　花輪高校男子スキー部　　
監　督　　大　森　敬　一　　花輪高校
監　督　　浅　利　優　一　　花輪高校
監　督　　佐　藤　範　朋　　花輪高校
選　手　　成　田　健　太　　花輪高校　３年
選　手　　海　沼　史　人　　花輪高校　３年
選　手　　菊　地　正　汰　　花輪高校　２年
選　手　　成　田　　　絆　　花輪高校　１年
選　手　　花　岡　翔　太　　花輪高校　３年
選　手　　石　井　茂　太　　花輪高校　２年
選　手　　古　田　柊　斗　　花輪高校　２年
選　手　　髙　畑　　　歩　　花輪高校　１年
選　手　　黒　澤　唯　斗　　花輪高校　１年
選　手　　伊　藤　玲　央　　花輪高校　３年
選　手　　松　橋　結　人　　花輪高校　３年
選　手　　成　田　光　哉　　花輪高校　３年
選　手　　三　浦　圭　仁　　花輪高校　２年
選　手　　阿　部　宗　平　　花輪高校　１年
　　
令和３年度全国高等学校総合体育大会
第７１回全国高等学校スキー大会　　
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　　山　田　智　子　　秋田北鷹高校　３年
選　手　　畔　上　凜　花　　秋田北鷹高校　３年
選　手　　大　野　ま　こ　　秋田北鷹高校　３年
選　手　　近　藤　さくら　　秋田北鷹高校　３年
選　手　　木　村　　　慶　　秋田北鷹高校　２年

令和３年度全国高等学校総合体育大会
第７１回全国高等学校スキー大会
学校対抗　花輪高校女子スキー部　　
監　督　　大　森　敬　一　　花輪高校
選　手　　畠　山　香　恋　　花輪高校　２年
選　手　　小　鮒　玲　愛　　花輪高校　２年
選　手　　小　鮒　穂乃実　　花輪高校　１年
選　手　　木　村　　　翠　　花輪高校　１年
選　手　　吉　田　　　凛　　花輪高校　１年
選　手　　畠　山　瑚　子　　花輪高校　１年

第７４回全日本バレーボール高等学校選手権大会
雄物川高校男子バレーボール部　　
監　督　　宇佐美　大　輔　　雄物川高校
選　手　　石　塚　　　蓮　　雄物川高校　３年
選　手　　角　田　颯　哉　　雄物川高校　３年
選　手　　富　澤　蛍　音　　雄物川高校　３年
選　手　　髙　橋　　　歩　　雄物川高校　３年
選　手　　滝　澤　大　希　　雄物川高校　２年
選　手　　森　野　峻　史　　雄物川高校　１年
選　手　　佐々木　　　翼　　雄物川高校　２年
選　手　　髙　橋　一　太　　雄物川高校　１年
選　手　　最　上　航　帆　　雄物川高校　１年
選　手　　本　間　未　來　　雄物川高校　２年
選　手　　大　友　響　輝　　雄物川高校　２年
選　手　　山　本　恭　平　　雄物川高校　２年
選　手　　武　田　政　吾　　雄物川高校　２年
選　手　　佐　藤　　　吏　　雄物川高校　２年
選　手　　高　辻　悠　天　　雄物川高校　１年
選　手　　古　屋　龍之介　　雄物川高校　１年
選　手　　菊　池　康　太　　雄物川高校　１年
選　手　　今　井　光　星　　雄物川高校　１年



奨  　励　  賞 【個人の部】（氏名・競技・所属）
村　田　愛　加 水泳 桜中学校　　１年
土　田　莉　暖 卓球 新山小学校　２年
津　谷　奏　夏 相撲 鷹巣中学校　３年
佐々木　陽　希 相撲 大豊小学校　４年
森　本　琥太郎 相撲 仙南小学校　６年
佐　藤　京　介　　陸上競技　　　　仙南小学校　６年 
成　田　和　叶　　フェンシング　　城南中学校　１年 

奨  　励　  賞 【団体の部】（氏名・競技・所属）
第44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
秋田アスレティッククラブ
監　督　　齋　藤　　　敦 秋田アスレティッククラブ
選　手　　伊　藤　竜　弥 秋田南高校中等部　１年
選　手　　加　藤　　　陽 山王中学校　　　　１年
選　手　　伊　藤　　　碧 秋田東中学校　　　１年
選　手　　髙　橋　大　輔 城南中学校　　　　１年



個　　人
　　１名
９名
２名
７名
２名
１名
１名
３１名
７名
６１名

　 団　　　体

　

 
　８団体   　７１名
　１団体   　　５名
９団体   　７６名

令和３年度  秋田県スポーツ賞　受賞者数一覧
賞

最 高 功 労 賞
功 労 賞
栄 誉 賞
特 別 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

　 団　　　体

令和３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･蒔苗スポーツ指導者賞
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
蒔苗スポーツ指導者賞

合　　　計

個　　人
　　１名
１名
２名
１名
５名

２団体
１団体
１団体

　４団体


