
公益財団法人岩手県体育協会表彰
Iwate

Amateur
Sports

Association

氏　名 推薦団体

木　皿　宏　子 釜 石 市 体 育 協 会

横　坂　一　明 一般財団法人宮古市体育協会

阿　部　久　光 一般社団法人一関市体育協会

小野寺　喜久雄 一般社団法人一関市体育協会

千　葉　義　輝 一般社団法人一関市体育協会

金　野　卓　士 一般財団法人大船渡市体育協会

髙　橋　富　男 一般財団法人花巻市体育協会

髙　橋　一　彦 公益財団法人北上市体育協会

瀧　澤　邦　安 一般社団法人奥州市体育協会

及　川　　　忠 一般社団法人奥州市体育協会

松　村　昭　一 一般財団法人岩手町体育協会

髙　橋　　　篤 金 ケ 崎 町 体 育 協 会

佐々木　朝　男 住 田 町 体 育 協 会

織　笠　　　豊 山 田 町 体 育 協 会

佐々木　良　治 岩 泉 町 体 育 協 会

日　山　　　 篤 軽 米 町 体 育 協 会

氏　名 推薦団体

川　村　照　義 一般財団法人岩手陸上競技協会

立　身　政　信 岩 手 県 ボ ー ト 協 会

村　上　吉　正 岩 手 県 体 操 協 会

後　藤　節　夫 岩手県ウエイトリフティング協会

佐々木　俊　郎 岩 手 県 野 球 協 会

千　葉　正　宏 岩 手 県 柔 道 連 盟

佐々木　茂　雄 岩 手 県 ソ フ ト ボ ー ル 協 会

髙　橋　時　夫 岩 手 県 山 岳 協 会

小田島　　　健 岩 手 県 ア ー チ ェ リ ー 協 会

谷　上　　　淳 岩 手 県 ア イス ホ ッ ケ ー 連 盟

佐々木　正　一 岩 手 県 ボ ウ リ ン グ 連 盟

竹　鼻　義　徳 岩 手 県 合 気 道 連 盟

■地域スポーツ振興発展に寄与
市町村体育協会　16名

■競技スポーツ振興発展に寄与
競技団体等学校体育関係　12名

功労賞（平成27年度）受賞者
本県スポーツの普及振興に多大の業績をあげ、その功績顕著な方々 

平成27年11月17日　於／サンセール盛岡

栄光賞（平成26年度後期）受賞者
全国大会の優勝者及び国際競技会において優秀な成績をあげた選手及びその指導者

【個人】
競　　技 区　分 氏　　名 所　　属 対象大会 成績記録

陸　上 選手 高　橋　英　輝 岩手大学 ①第98回日本陸上競技選手権大会
②天皇賜盃第83回日本学生陸上競技対校選手権大会

①男子20km競歩 優勝＜日本新記録＞
②男子10000mW 優勝 

陸　上 選手 田　中　匠　瑛 盛岡市役所 第69回国民体育大会 陸上競技 成年男子800m 優勝
陸　上 選手 佐々木　　　塁 盛岡市立河南中学校 第45回ジュニアオリンピック陸上競技大会 C男子1500m 優勝＜中学1年最高記録＞
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競　　技 区　分 氏　　名 所　　属 対象大会 成績記録

陸　上 選手 土　橋　智　花 岩手大学 天皇賜盃第83回日本学生陸上競技対
校選手権大会 女子200m 優勝

陸　上 選手 田　代　優　仁 岩手県立盛岡第四高等学校 第8回日本ユース陸上競技選手権大会 男子110mJハードル 優勝
陸　上 選手 川　村　知　巳 岩手県立盛岡第一高等学校 第8回日本ユース陸上競技選手権大会 女子200m 優勝
スキー 選手 小　林　陵　侑 盛岡中央高等学校 第70回国民体育大会冬季大会　スキー競技会 ノルディックコンバインド少年男子  優勝

スキー 選手 小　林　諭　果 早稲田大学
①第27回ユニバーシアード冬季競技大会
②第93回全日本スキー選手権大会
③第88回全日本学生スキー選手権大会

①ジャンプ混合団体 優勝
②ノーマルヒル女子 優勝 
②ラージヒル女子 優勝
③女子1部スペシャルジャンプ 優勝

スキー 選手 小　林　潤志郎 雪印メグミルクスキー部 第27回ユニバーシアード冬季競技大会 ジャンプ混合団体 優勝

スキー 選手 三ヶ田　泰　良 盛岡中央高等学校 平成26年度全国高等学校総合体育
大会第64回全国高等学校スキー大会 ノルディックコンバインド 優勝

ボート 選手 佐　藤　　　翔 日本大学 第55回全日本新人選手権大会 男子ダブルスカル 優勝
ボート 選手 大　堀　玲　奈 明治大学 第92回全日本選手権大会 女子エイト 優勝
ボクシング 選手 照　井　望　友 岩手県立花巻農業高等学校 第13回全日本女子ボクシング選手権大会 ジュニアの部ライト級 優勝

ボクシング 選手 梅　村　　　錬 江南義塾盛岡高等学校 ①第69回国民体育大会 ボクシング競技
②第26回全国高等学校ボクシング選抜大会

①少年男子ミドル級 優勝
②男子ミドル級 優勝

スケート 選手 曽　我　こなみ ホテル東日本 第70回国民体育大会冬季大会 スケート競技会 スピード成年女子500m 優勝
スケート 選手 芝　西　佑　哉 山王海土地改良区 第15回全日本マスターズスピードスケート競技会 Aクラス男子500m 優勝

スケート 選手 阿　部　真　衣 盛岡ヘアメイク専門学校 2014/2015ジャパンカップ
スピードスケート競技会第2戦 女子マススタートレース 優勝

自転車 選手 澤　口　馨　太 岩手県立紫波総合高等学校 JOCジュニアオリンピックカップ自転車
競技大会 男子ジュニアケイリン 優勝

自転車 選手 藤　田　晃　三 ブリヂストンサイクル 日本スポーツマスターズ2014
埼玉大会自転車競技

・3部男子3km個人追抜競走 優勝 
・3部〜6部男子10kmポイントレース 優勝

バドミントン 選手 横　手　智江美 御明神牧野農業協同組合 第31回全日本シニアバドミントン選手権大会 45歳以上女子シングルス 優勝
クレー射撃 選手 武　内　重　人 京西電機㈱岩手工場 全日本選手権大会 スキート 優勝

カヌー 選手 近　村　健　太 盛岡市役所 日本カヌースプリント選手権大会 男子カヤック ・フォア1000m 優勝 
・フォア500m 優勝 ・フォア200m 優勝

ボウリング 選手 久　慈　順　子 岩手県ボウリング連盟 第13回アジアシニアボウリング選手権大会
女子グランドシニア部門 
・ダブルス戦 優勝 ・4人チーム戦 優勝 
・オールエベンツ 優勝 ・マスターズ戦 2位

パワー
リフティング 選手 岩　崎　　　実 平泉アスリートセンター オセアニア＆アジアノ―ギア

パワーリフティング選手権大会2014
ベンチプレスマスターズⅣの部男子
66kg級 優勝

バレーボール 指導者 小　林　正　剛 盛岡ヤングバレーボールクラブ 第17回全国ヤングバレーボールクラブ
男女優勝大会

U-19女子 優勝
（盛岡ヤングバレーボールクラブ）

スキー 指導者 伊　東　雄　一 盛岡中央高等学校 平成26年度全国高等学校総合体育
大会第64回全国高等学校スキー大会

ノルディックコンバインド 優勝（三ヶ田
泰良選手）

ボクシング 指導者 鬼　柳　忠　彦 江南義塾盛岡高等学校 ①第69回国民体育大会 ボクシング競技
②第26回全国高等学校ボクシング選抜大会

①少年男子ミドル級 優勝（梅村錬選手）
②男子ミドル級 優勝（梅村錬選手）

【団体】
競　　技 区　分 所　属　／　氏　名 対象大会 成績記録

ホッケー 選手

岩手クラブマスターズ

第12回全日本マスターズホッケー大会 男子48歳以上の部 優勝
柵山　文夫 藤村　利道 菊地　任洋
遠藤　　孝 土橋　光義 田村　　一
水賀美正弘 佐 木々　栄 田村　　実

バレーボール 選手

盛岡ヤングバレーボールクラブ

第17回全国ヤングバレーボール
クラブ男女優勝大会 U-19女子 優勝

大橋　由莉 菊地　朝香 佐藤　麻美
大石　奈美 佐々木彩花 千葉　　都
橋本穂乃香 畠山　果林 南野　陽花
森下　美咲 山尾　美雅 横手　玲香
柳沢あやね

平成27年5月21日　於／サンセール盛岡
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競　　技 区　分 所　属　／　氏　名 対象大会 成績記録

弓道 選手
岩手選抜チーム

第69回国民体育大会 弓道競技 成年女子遠的 優勝
菊池ひかり 瀬川　素子 村川　春圭

カーリング 選手
チーム岩手 第8回日本ミックスダブルスカーリング

選手権 優勝
苫米地賢司 苫米地美智子

栄光賞（平成27年度前期）受賞者
【個人】

競　　技 区　分 氏　　名 所　　属 対象大会 成績記録

陸上競技 選手 米　沢　茂友樹 東海大学大学院 ①2015日本学生陸上競技 個人選手権大会
②天皇賜盃第84回日本学生陸上競技対校選手権大会

①男子円盤投 優勝
②男子円盤投 優勝

陸上競技 選手　 川　村　知　巳 岩手県立盛岡第一高等学校 平成27年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会 女子200m 優勝

陸上競技 選手 長　沼　　　元 岩手県立高田高等学校 ①平成27年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会
②第70回国民体育大会陸上競技

①男子やり投 優勝
②少年男子Aやり投 優勝

水泳 選手 境　井　光　保　岩手マスターズ水泳協会 日本スポーツマスターズ2015
石川大会水泳競技

男子8部  ・100mバタフライ 優勝
・200m個人メドレー 優勝

水泳 選手 宮　野　るみ子 岩手マスターズ水泳協会 日本スポーツマスターズ2015
石川大会水泳競技

女子7部  ・50m背泳ぎ 優勝
・100m背泳ぎ 優勝  ・50mバタフライ 優勝

水泳 選手 小　形　原　野 （公財）盛岡市体育協会 日本スポーツマスターズ2015
石川大会水泳競技

男子2部
・50m自由形 優勝 ・100m自由形 優勝

ボート 選手 佐　藤　　　翔 日本大学 第28回ユニバーシアード競技大会 ボート 男子軽量級フォア（LM4-） 優勝
ボート 選手 大　釋　一　揮 東レ滋賀 第37回全日本軽量級選手権大会 男子舵手なしフォア 優勝
ボート 選手 大　堀　玲　奈 明治大学 第93回全日本選手権大会 女子エイト 優勝

ボクシング 選手 梅　村　　　錬 江南義塾盛岡高等学校
①平成27年度全国高等学校
　総合体育大会ボクシング競技大会
②第70回国民体育大会 ボクシング競技

①ミドル級 優勝
②少年男子ミドル級 優勝

ウエイト
リフティング 選手 艾　　　幸　太 日本体育大学 ①第61回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会

②第70回国民体育大会 ウエイトリフティング競技
①62kg級 優勝
②成年男子 56kg級トータル 優勝

ウエイト
リフティング 選手 浅　沼　幸　輝 関東化学（株） 第33回全日本マスターズ

ウエイトリフティング競技選手権大会 M50 77㎏級 優勝

ウエイト
リフティング 選手 紺　野　昭　紀 江刺寿生会 第33回全日本マスターズ

ウエイトリフティング競技選手権大会 M50 62㎏級 優勝

自転車 選手 藤　田　晃　三 ブリヂストンサイクル 日本スポーツマスターズ2015
石川大会自転車競技 男子3部 3km個人追抜競走 優勝

ソフトテニス 選手 菅　野　勝　郎 陸前高田市ソフトテニス協会 第19回全日本シニアソフトテニス選手権大会 シニア男子65 優勝

ボウリング 選手 久　慈　順　子 岩手県ボウリング連盟 第48回全日本シニアボウリング選手権大会 女子ハイシニア部門
・個人戦 優勝 ・選手権者決定戦 優勝

武術太極拳 選手 齋　藤　志　保 岩手県武術太極拳連盟 第32回全日本武術太極拳選手権大会 自選難度競技部門 太極剣・女子 優勝
武術太極拳 選手 齋　藤　明　希 岩手県武術太極拳連盟 第32回全日本武術太極拳選手権大会 規定難度競技部門 太極拳・女子 優勝

武術太極拳 選手 梅　澤　尭　明 岩手県武術太極拳連盟 第23回JOCジュニア
オリンピックカップ武術太極拳大会

ジュニア規定競技部門A
長拳A長器械・男子 優勝

武術太極拳 選手 齋　藤　優　芽 岩手県武術太極拳連盟 第23回JOCジュニア
オリンピックカップ武術太極拳大会

ジュニア規定競技部門B
・24式太極拳・女子 優勝
・32式太極剣・女子 優勝

武術太極拳 選手 古　川　萌　華 岩手県武術太極拳連盟 第32回全日本武術太極拳選手権大会 規定競技部門 ジュニア太極拳2・女子 優勝
陸上競技 指導者 藤　井　雅　史 岩手県立盛岡第一高等学校 平成27年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会 女子200m 優勝（川村知巳選手）

陸上競技 指導者 長　沼　晃　一 岩手県立高田高等学校
①平成27年度全国高等学校
　総合体育大会陸上競技大会
②第70回国民体育大会 陸上競技

①男子やり投 優勝 （長沼元選手）
②少年男子Aやり投 優勝 （長沼元選手）

水泳 指導者 中　村　　　剛 NPO法人盛岡市水泳協会 平成27年度全国中学校体育大会
第55回全国中学校水泳競技大会

男子4×100mメドレーリレー 優勝
（盛岡市立大宮中学校）

ホッケー 指導者 笈　口　慎　也 岩手県ホッケー協会 第37回全国スポーツ少年団 asホッケー交流大会 男子 優勝（川口ホッケースポーツ少年団）

ボクシング 指導者 鬼　柳　忠　彦 江南義塾盛岡高等学校
①平成27年度全国高等学校
　総合体育大会ボクシング競技大会
②第70回国民体育大会 ボクシング競技

①ミドル級 優勝（梅村錬選手）
②少年男子ミドル級 優勝（梅村錬選手）

柔道 指導者 阿　部　博　之 滝沢市立一本木中学校 第70回国民体育大会 柔道競技 成年女子 優勝（岩手選抜チーム）
登山 指導者 佐　藤　幸　久 岩手県立盛岡第一高等学校 平成27年度全国高等学校体育大会登山大会 団体女子 優勝（盛岡第一高等学校）

カヌー 指導者 小　野　幸　一 岩手県立不来方高等学校

①平成27年度全国高等学校
　総合体育大会カヌー競技大会
②平成27年度日本カヌースプリント
　ジュニア選手権大会
③第70回国民体育大会
　カヌー競技

①女子総合優勝 女子カヤック
・ペア500m 優勝 ・ペア200m 優勝
・フォア500m 優勝 ・フォア200m 優勝
（岩手県立不来方高等学校）

②女子カヤック
・ペア500m 優勝 ・ペア200m 優勝
（岩手県立不来方高等学校）

③少年女子カヤック
・ペア200m 優勝 （岩手県立不来方高等学校）

【団体】
競　　技 区　分 所　属　／　氏　名 対象大会 成績記録

水泳 選手
盛岡市立大宮中学校

平成27年度全国中学校体育大会
第55回全国中学校水泳競技大会 男子4×100mメドレーリレー 優勝小笠原伊吹 島野悠　平 吉田　真希

佐々木悠斗

柔道 選手
岩手選抜チーム

第70回国民体育大会 柔道競技 成年女子 優勝
薬師神桃子 渡邉　悠季 菅原　歩巴

カヌー 選手
岩手県立不来方高等学校

平成27年度全国高等学校
総合体育大会カヌー競技大会

女子カヤック
・フォア500m 優勝・フォア200m 優勝 五十嵐結衣 後藤　可奈子 千葉　晴香

中前いつき
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競　　技 区　分 所　属　／　氏　名 対象大会 成績記録

カヌー 選手

岩手県立不来方高等学校 ①平成27年度全国高等学校総合
　体育大会カヌー競技大会
②平成27年度日本カヌースプリント 
　ジュニア選手権大会
③第70回国民体育大会 カヌー競技

①女子カヤック
・ペア500m 優勝 ・ペア200m 優勝

②女子カヤック
・ペア500m 優勝 ・ペア200m 優勝

③少年女子カヤック ・ペア200m 優勝

五十嵐結衣 後藤可奈子

登山 選手
岩手県立盛岡第一高等学校

平成27年度全国高等学校
体育大会登山大会 団体女子 優勝吉田みどり 新里　亜子 佐々木　薫

山村　あゆ

奨励賞（平成27年度前期）受賞者
栄光賞と同等と認められる成績を残した小学生

【個人】
競　　技 区　分 氏　名 所　属 対象大会 成績記録

陸上競技 選 手 本　城　咲　良 奥州市立前沢小学校 第31回全国小学生陸上競技交流大会 女子 ソフトボール投 優勝

水泳 選 手 今　野　文　翔 水沢スポーツクラブ 第38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

男子 11〜12歳
100mバタフライ 優勝

武術太極拳 選 手 森　　　風姫子 岩手県武術太極拳連盟
①第23回JOCジュニア
　オリンピックカップ武術太極拳大会
②第32回全日本武術太極拳
　選手権大会

①普及套路部門
　ジュニア太極拳1・女子 優勝
②規定競技部門
　ジュニア太極拳1・女子 優勝

武術太極拳 選 手 樋ノ口　大　翔 岩手県武術太極拳連盟
①第23回JOCジュニア
　オリンピックカップ武術太極拳大会
②第32回全日本武術太極拳
　選手権大会

①普及套路部門
　ジュニア太極拳1・男子 優勝
②規定競技部門
　ジュニア太極拳1・男子 優勝

【団体】
競　　技 区　分 所　属　／　氏　名 対象大会 成績記録

ホッケー 選手

川口ホッケースポーツ少年団

第37回全国スポーツ少年団
ホッケー交流大会 男子　優勝

岩　崎　有　晟 田　中　　　翼
佐　藤　圭　太 佐　藤　宇　央
四日市　　　遼 瀧　本　雅　也
村　山　那　琉 髙　村　豪　太
堤　　　楓　太 齋　藤　　　翔

平成27年11月17日　於／サンセール盛岡
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C 表 彰 ト ピ ッ ク ス C

日本体育協会張富士夫会長（左）
太田利彦氏（右）

太　田　利　彦 
 （全国スポーツ指導者連絡会議初代幹事長）

公益財団法人日本体育協会
スポーツ指導者育成50周年記念特別表彰

12 月 13 日東京 ･ 品川プリンスホテルに於いてスポーツ指導者育成
50周年記念表彰式が執り行われ、本県の太田利彦氏が表彰されました。

文部科学省　平成27年度生涯スポーツ功労賞及び生涯スポーツ優良団体表彰
地域におけるスポーツの健全な普及及び発展に貢献し、地域におけるスポーツの振興に顕著な成果をあげたスポーツ関
係者及びスポーツ団体
■生涯スポーツ功労者

氏　名

駒　井　吉　位　　浅　沼　道　成 土　村　雅　彦

団　体　名

公益財団法人滝沢市体育協会チャグチャグスポーツクラブ

■生涯スポーツ優良団体

公益財団法人日本体育協会��平成27年度国民体育大会功労者表彰受賞者
永年にわたり国民体育大会に参加するとともにその発展に貢献し、我
が国のスポーツ振興に多大な貢献をされた方。国民体育大会に通算30
回以上、都道府県選手団本部役員、監督、選手、大会役員、競技役員い
ずれかの立場で参加した方。

平成27年度東北総合体育大会功労者表彰受賞者
東北総合体育大会の健全な発展に貢献し、もって地方体育の振興に顕
著な成果をあげた個人

氏　名 所　属

佐々木　幸　雄 岩手県スケート連盟

氏　名 所　属

谷　上　　　淳 岩手県アイスホッケー連盟
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