
平成２６年

千葉県体育功労者等顕彰者一覧

千葉県教育委員会



管内 番号 氏　　　名

葛南 1 宇賀
うが　

　　博
ひろし

葛南 2 鎌形
かまがた

　　勇
いさむ

葛南 3 柴田
しばた　

　史香
ふみか

東葛飾 4 安田
やすだ　

　富士雄
ふじお

東葛飾 5 佐野
さの　

　直之
なおゆき

北総 6 三橋
みつはし

　啓一郎
けいいちろう

北総 7 髙石　惣一郎
たかいし　そういちろう

北総 8 板橋
いたはし

　　睦
むつみ

東上総 9 秋葉
あきば　

　精
せいいち

一

南房総 10 平野
ひらの　

　正明
まさあき

南房総 11 大川　京子
おおかわ　きょうこ

南房総 12 三浦
みうら　

　英喜
えいき

県体協 13 河村　一夫
かわむら　かずお

県体協 14 関口
せきぐち

　　薫
かおる

千葉市 15 福井
ふくい　

　智子
ともこ

県レク 16 大木
おおき　

　潤子
じゅんこ

管内 番号 　代　表　者　 設　　立　　年 構　　　　　　　成

1 渋谷　信博 昭和37年3月     1団体　 　　   50人

2 堀川　勝明 平成17年6月          　　 　　200人

3 紙谷　保男 昭和39年3月    70団体　 　　2,000人

4 木村　敏彦 平成11年4月     1団体         226人

5 半澤　幹夫 昭和47年4月    19団体         279人

6 阿部　克美 昭和33年4月     1団体          25人

東上総 7 杉村　泰彦 平成13年4月                    38人

8 杉浦　裕之 昭和38年8月            　   　 34人

9 稲田　久武 平成20年11月          　　   　210人

県体協 10 小野　敏郎 昭和22年1月   315団体　　   9,985人

県レク 11 得居　不二三 昭和55年12月     2団体　　　    72人

団　　体　　名

主 な 現 役 職 等

船橋市フェンシング協会副会長　千葉県フェンシング協会理事
船橋市体育協会理事

市川市空手道連盟会長　市川市体育協会副会長
千葉県空手道連盟会長　公益財団法人全日本空手道連盟　理事

習志野市陸上競技協会　会長
習志野市体育協会　会計

市原市ソフトテニス協会副会長  千葉県ソフトテニス連盟副会長
（公財）日本ソフトテニス連盟理事　日本レディースソフトテニス連盟会長

館山市体育協会会長
館山市スポーツ推進審議会委員

千葉県ホッケー協会副会長
公益財団法人千葉県体育協会評議員

船橋市馬術協会

富津市野球協会会長  富津市少年野球連盟顧問
富津市体育協会副会長

千葉県シェアリングネイチャー協会理事　茂原市レクリエーション協会顧問･理事
千葉県レクリエーション協会理事･専門委員（人材育成委員）

千葉県山岳連盟会長
公益財団法人千葉県体育協会評議員

千葉市レクリエーション協会理事長
千葉市スポーツ・レクリエーション祭実行委員長

１　地方体育振興功労者

野田市アマチュアゴルフ協会役員
野田市体育協会会計

NPO法人我孫子市体育協会顧問　我孫子市陸上競技協会会長
手賀沼エコマラソン大会競技部副部長　我孫子市新春マラソン大会実行委員長

成田市体育協会　監事
成田剣道連盟　顧問

佐倉市体育協会副会長　印旛郡市体育協会常任理事
佐倉市体育協会ラグビー専門部理事長兼監督

印西市体育協会副会長
印旛郡市体育協会常任理事

山武郡市体育協会副会長
横芝光町体育協会会長

２　社会体育優良団体

鴨川市弓道会

千葉県テニス協会

習志野市レクリエーション協会

柏市卓球連盟

北総

栄町陸上専門部

小糸レインボークラブ

南房総

葛南

東葛飾

日本ヘルスバレーボール連盟

成田市バスケットボール協会

大多喜町少年柔道クラブ

特定非営利活動法人
習志野中央スポーツクラブ



3

番号 氏名 競技名 所属 大会名及び成績
受賞
回数

第12回パンパシフィック大会
女子200m個人メドレー　出場
第17回アジア競技大会（2014/仁川）
女子200m個人メドレー　第3位

522 寺村　美穂
てらむら　みほ

水泳
日本大学2年
（セントラルスポーツ）

第90回日本選手権水泳競技大会
男子200m平泳ぎ　第1位　2：09.67
第12回パンパシフィック大会
男子200m平泳ぎ　第3位　2：10.14
第17回アジア競技大会（2014/仁川）
男子200m平泳ぎ　第2位

3

21 白井　早弥香
しらい　さやか

水泳
千葉県立安房高等学校2年
（セントラル館山）

第37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
CS　女子100m背泳ぎ　第1位　1：02.56 1

20 小日向　一輝
こひなた　かずき

水泳
明治大学2年
（セントラルスポーツ）

平成26年度全国高等学校定時制通信制体育大会
第49回陸上競技大会
女子800m　第1位　2分34秒23

1

19 稲田　法子
いなだ　のりこ

水泳 セントラルスポーツ
ジャパンオープン2014（50m）
女子50m背泳ぎ　第1位　28.56 9

18 村山　結子
むらやま　ゆうこ

陸上競技
NHK学園高等学校千葉黎明協力
校3年

第17回アジア競技大会（2014/仁川）
女子5000m　出場 2

17 宮﨑　諒也
みやざき　まさや

陸上競技 佐倉市立佐倉東中学校2年
第45回ジュニアオリンピック陸上競技大会
B男子走幅跳　第1位　6m68㎝ 2

16 松﨑
まつざき

　璃
りこ

子 陸上競技 積水化学

第45回ジュニアオリンピック陸上競技大会
C男子走幅跳　第1位　5m85㎝ 1

15 前田　恋弥
まえだ　れんや

陸上競技 船橋市立船橋高等学校3年

平成26年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会
秩父宮賜杯 第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会
男子800m　第1位　1分51秒59
男子1500m　第1位　3分51秒47
第69回国民体育大会　陸上競技
少年男子共通　800m　第1位　1分48秒08

2

14 本田　隼二郎
ほんだ　しゅんじろう

陸上競技 流山市立東部中学校1年

第98回日本陸上競技選手権大会 兼
第17回アジア競技大会代表選手選考競技会
男子1500m　第1位　3分43秒77

2

13 戸邉
とべ

　直人
なおと

陸上競技
筑波大学4年
（（一財）千葉陸上競技協会）

第17回アジア競技大会（2014/仁川）
男子走高跳　出場 6

12 田中　佳祐
たなか　けいすけ

陸上競技 富士通（株）

第17回アジア競技大会（2014/仁川）
男子100m　第3位
男子4×100mリレー　第2位

3

11 髙
たかひら

平　慎士
しんじ

陸上競技 富士通（株）
第17回アジア競技大会（2014/仁川）
男子4×100mリレー　第2位
男子4×400mリレー　第1位

3

10 髙瀬
たかせ

　慧
けい

陸上競技 富士通（株）

平成26年度全国中学校体育大会第41回全日本中学校陸上競技選手権大会
女子走幅跳　第1位　5m92㎝ 1

9 鈴木　雄介
すずき　ゆうすけ

陸上競技 富士通（株）

第26回ワールドカップ競歩大会
男子20km競歩　出場
第17回アジア競技大会（2014/仁川）
男子20km競歩　第2位

6

8 杉村　奏笑
すぎむら　かなえ

陸上競技 旭市立第二中学校3年

IAAF第15回世界ジュニア陸上競技選手権大会
男子4×100mリレー　第2位　39秒02
男子100m　出場

1

7 澤野　大地
さわの　だいち

陸上競技 富士通（株）

第98回日本陸上競技選手権大会 兼
第17回アジア競技大会代表選手選考競技会
男子棒高跳　第1位　5m61㎝
第17回アジア競技大会（2014/仁川） 男子棒高跳　第2位

15

6 川上　拓也
かわかみ　たくや

陸上競技 中央大学1年

第98回日本陸上競技選手権大会 兼
第17回アジア競技大会代表選手選考競技会
女子5000m　第1位　15分32秒74
第17回アジア競技大会（2014/仁川）　出場

2

5 小野　翼
おの　つばさ

陸上競技 木更津総合高等学校2年
JOCジュニアオリンピックカップ第8回日本ユース陸上競技選手権大会
男子ハンマー投　第1位　58m61㎝ 1

4 尾西　美咲
おにし　みさき

陸上競技 積水化学工業（株）

1

3 大森　郁香
おおもり　ふみか

陸上競技 日本大学4年
第98回日本陸上競技選手権大会 兼
第17回アジア競技大会代表選手選考競技会
女子800m　第1位　2分05秒05

1

優秀スポーツ選手（個人）

1 新井　拓磨
あらい　たくま

陸上競技 柏日体高等学校2年

第69回国民体育大会　陸上競技
少年男子A　棒高跳　第1位　5m22㎝
JOCジュニアオリンピックカップ第8回日本ユース陸上競技選手権大会
男子棒高跳　第1位　5m21㎝

1

2 梅原　遥奈
うめはら　はるな

陸上競技 佐倉市立南部中学校2年

第60回全日本中学校通信陸上競技大会
女子共通走高跳　第1位　1m66㎝
平成26年度全国中学校体育大会第41回全日本中学校陸上競技選手権大会
女子走高跳　第1位　1m66㎝



番号 氏名 競技名 所属 大会名及び成績
受賞
回数

ダンロップ 全日本ジュニアテニス選手権'14
16歳以下女子シングルス　優勝 2

41 村松　陸
むらまつ　りく

テニス
鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校1年
（あじさいインドアテニススクール）

ダンロップ 全日本ジュニアテニス選手権'14
12歳以下男子ダブルス　優勝 1

40 村松　千裕
むらまつ　ちひろ

テニス
柏日体高等学校1年
（吉田記念テニス研修センター）

ダンロップ 全日本ジュニアテニス選手権'14
16歳以下女子ダブルス　優勝 2

39 宮本　愛弓
みやもと　あゆみ

テニス
八千代市萱田中学校2年
（志津テニスクラブ）

2014 DUNLOP CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権大会
兼 ワールドジュニアテニス世界大会代表選考会
14歳以下女子シングルス　優勝

1

38 藤岡　佑
ふじおか　ゆう

テニス
吉田記念テニス研修センター
（千葉県立八千代高等学校1年）

ダンロップ 全日本ジュニアテニス選手権'14
12歳以下男子ダブルス　優勝 1

37 竹内　菜々花
たけうち　ななか

テニス
吉田記念テニス研修センター
（関東第一高等学校1年）

ダンロップ 全日本ジュニアテニス選手権'14
16歳以下女子ダブルス　優勝 1

34 石井　涼太
いしい　りょうた

テニス
八千代市立村上中学校1年
（INABA TS）

35 大河
おおかわ

　真由
　まゆ

テニス
秀明八千代高等学校2年
（受賞時：1年）

第36回全国選抜高校テニス大会
女子個人シングルス　優勝 2

第37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
CS　女子200mバタフライ　第1位　2：10.28 1

33 湯原　利佳
ゆはら　りか

水泳
渋谷教育学園幕張高等学校1年
（Nalu Aquatic）

第6回ジュニアパンパシフィック大会
女子200m背泳ぎ　第2位　2：12.51 3

32 藪　美涼
やぶ　みすず

水泳
武蔵野高等学校3年
（セントラル浦安）

平成26年度全国中学校体育大会第54回全国中学校水泳競技大会
女子100m自由形　第1位　55秒63（中学校新）
女子200m自由形　第1位　1分59秒90（中学校新）
第6回ジュニアパンパシフィック大会
女子800mフリーリレー　第3位　8：09.26
女子400mフリーリレー　第3位　3：45.53
第69回国民体育大会　水泳競技
少年女子B　女子50m自由形　第1位　25.98
女子100m自由形　第1位　55.54（中学新）

2

31 茂木　美桜
もてぎ　みお

水泳
法政大学3年
（セントラル曳舟）

第12回パンパシフィック大会
女子100m平泳ぎ　出場 4

30 持田　早智
もちだ　さち

水泳
千葉市立打瀬中学校3年
（ルネサンス幕張）

第36回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会
CS　男子200m自由形　第1位　1：46.57
平成26年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会
第82回日本高等学校選手権水泳競技大会
男子100m自由形　第1位　50秒27
男子200m自由形　第1位　1分48秒77
第6回ジュニアパンパシフィック大会
男子200m自由形　第3位　1：49.90
男子800mフリーリレー　第2位　7：23.45
男子400mメドレーリレー　第2位　3：42.78
第69回国民体育大会　水泳競技
少年男子A　男子50m自由形　第1位　23.04
男子100m自由形　第1位　50.24

3

29 三島　嶺
みしま　れい

水泳
日出学園中学校1年
（稲毛インター）

第37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
11-12歳　男子100mバタフライ　第1位　59.92 1

28 松元　克央
まつもと かつひろ

水泳
千葉商科大学付属高等学校3年
（セントラルスポーツ）

オープンウォータースイミング ジャパンオープン2014館山
男子10km　第1位　1’55：44.02
第12回パンパシフィック大会
OWS男子10km　出場

5

27 藤井
ふじい

　拓郎
たくろう

水泳 コナミスポーツクラブ西船橋
第17回アジア競技大会（2014/仁川）
男子400mリレー　第2位
男子100mバタフライ・50mバタフライ　出場

5

26 平井　康翔
ひらい　やすなり

水泳 朝日ネット（株）

第37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
CS　女子400m個人メドレー　第1位　4：44.56
平成26年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会
第82回日本高等学校選手権水泳競技大会
女子200m個人メドレー　第1位　2分14秒62
女子400m個人メドレー　第1位　4分42秒85

6

25 平井　健太
ひらい　けんた

水泳
明治大学2年
（セントラルスポーツ）

第12回パンパシフィック大会
男子100m自由形・男子200mバタフライ　出場
第17回アジア競技大会（2014/仁川）
男子200mバタフライ　第2位

5

24 樋口　恵夢
ひぐち　えむ

水泳
市川学園市川高等学校3年
（セントラル浦安）

23 徳永　彩花
とくなが　あやか

水泳
佐倉市立臼井中学校3年
（受賞時：同2年）
（ウスイSC）

第36回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会
13-14歳　女子50m平泳ぎ　第1位　31.51（大会新） 2

36 小林
こばやし

　紀輝
としき

テニス
秀明八千代高等学校3年
（受賞時：2年）

第36回全国選抜高校テニス大会
男子個人シングルス　優勝 1



番号 氏名 競技名 所属 大会名及び成績
受賞
回数

JOCジュニアオリンピックカップ
平成26年度全国中学生カヌー大会
KS-1　優勝

160 伊藤
いとう

　翔
しょうき

紀 カヌー
佐倉市立佐倉中学校3年
（佐倉市カヌー協会）

第69回国民体育大会　ライフル射撃競技
成年女子　50m 3×20W 第1位 4

59 鈴木　若葉
すずき　わかば

ライフル射撃 千葉県立実籾高等学校2年
平成26年度（第52回）全国高等学校ライフル射撃選手権大会
女子ビームライフル立射40発
第1位　210.2点（日本タイ・大会新）

1

58 赤坂
あかさか

　美樹
みき

ライフル射撃 （株）千葉銀行 稲毛支店

第13回世界ユースボウリング選手権大会2014
女子シングルス　第3位
女子ダブルス　第2位
女子4人チーム　優勝

4

57 向谷　美咲
むこうたに　みさき

ボウリング
流通経済大学4年
（千葉県ボウリング連盟）

第52回全日本ボウリング選手権大会
女子マスターズ戦　優勝
女子の部　個人総合優勝
NHK杯争奪　第48回全日本選抜ボウリング選手権大会
女子の部　優勝
第69回国民体育大会　ボウリング競技
成年女子　個人　優勝
第17回アジア競技大会（2014/仁川）　出場

8

56 霜出　佳奈
しもいで　かな

ボウリング
駿河台外語＆ビジネス専門学校2
年
（千葉県ボウリング連盟）

第69回国民体育大会　レスリング競技
成年男子 フリースタイル61kg級　第1位 1

55 宮原　将裕
みやはら　まさひろ

レスリング 大東文化大学1年
第69回国民体育大会　レスリング競技
成年男子 フリースタイル125kg級　第1位 2

54 髙
たかやす

安　直人
なおと

レスリング 高安組

第17回アジア競技大会（2014/仁川）　出場 3

53 砂川　航祐
すながわ　こうすけ

レスリング 柏日体高等学校（教員)
第69回国民体育大会　レスリング競技
成年男子 フリースタイル74kg級　第1位 1

52 皆川　夏穂
みながわ　かほ

新体操
大原学園高等学校2年
（イオン新体操クラブ）

第29回全国高等学校新体操選抜大会
女子個人総合　第3位　54.400
女子種目別クラブ　第1位　14.700
リボン　第1位　13.600
平成26年度全国高等学校総合体育大会新体操大会
全国高等学校新体操選手権大会
女子個人総合　第1位　29.600
女子種目別　フープ　第1位　14.700
第17回アジア競技大会（2014/仁川）　出場
第67回全日本新体操選手権大会
女子個人総合 第1位 58.350
女子種目別ボール 第1位 15.100
こん棒 第1位 15.250

2

51 早川　さくら
はやかわ

新体操
大原学園高等学校3年
（イオン新体操クラブ）

第17回アジア競技大会（2014/仁川）　出場 3

50 河崎　羽珠愛
かわさき　うずめ

新体操
植草学園大学付属高等学校2年
（イオン新体操クラブ）

第68回全日本体操競技種目別総合選手権大会
男子種目別　平行棒　第1位　15.900
第45回世界体操競技選手権大会
男子団体総合　第2位　273.269

5

49 湯浅　賢哉
ゆあさ　けんや

体操競技 船橋市立船橋高等学校1年
2014第2回ユースオリンピック競技大会
男子種目別　ゆか　第2位　14.133
鉄棒　第1位　13.700

1

48 野々村　笙吾
ののむら　しょうご

体操競技 順天堂大学3年

環太平洋体操競技選手権大会
ジュニア部門　個人総合　優勝 3

47 谷川　航
たにがわ　わたる

体操競技 船橋市立船橋高等学校3年
平成26年度全国高等学校総合体育大会体操競技大会
全国高等学校体操競技選手権大会
男子個人総合　第1位　90.75

1

46 谷川
たにがわ

　翔
かける

体操競技 船橋市立船橋高等学校1年

平成25年度第30回全国高等学校体操競技選抜大会
男子個人総合第1位　89.250 男子種目別
あん馬　第１位15.200 跳馬　第１位14.950
平行棒　第１位15.400鉄棒　第１位15.200
平成26年度全国高等学校総合体育大会体操競技大会
全国高等学校体操競技選手権大会
男子あん馬　優勝 15.600 男子平行棒　優勝　15.550

2

45 杉本　海誉斗
すぎもと　かいと

体操競技 松戸市立第四中学校3年
平成26年度全国中学校体育大会第45回全国中学校体操競技選手権大会
男子種目別 鉄棒 第1位　19.500 1

44 萱　和磨
かや　かずま

体操競技 習志野市立習志野高等学校3年

2014 DUNLOP CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権大会
兼 ワールドジュニアテニス世界大会代表選考会
12歳以下男子シングルス　優勝

1

43 加藤　凌平
かとう　りょうへい

体操競技 順天堂大学3年

2014体操ワールドカップ・東京大会
男子個人総合　第3位　89.397
第45回世界体操競技選手権大会
男子団体総合　第2位　273.269
男子種目別 鉄棒　第3位　15.466
ゆか　出場

3

42 吉村　大生
よしむら　だいき

テニス
千葉市立高浜中学校1年
（志津テニスクラブ）



番号 氏名 競技名 所属 大会名及び成績
受賞
回数

1

83 菅澤
すがさわ

　優衣
ゆいか

香 サッカー
ジェフユナイテッド市原・千葉
レディース
（千葉県登録）

AFC女子アジアカップベトナム2014
優勝
第17回アジア競技大会（2014/仁川）
第2位

1

82 佐藤
さとう

　瑞
みずか

夏 サッカー
ジェフユナイテッド市原・千葉
レディースU-18
（千葉県登録）

FIFA U-17女子ワールドカップ2014
優勝

1

81 鴨川
かもがわ

　実歩
みほ

サッカー
ジェフユナイテッド市原・千葉
レディースU-18
（千葉県登録）

FIFA U-17女子ワールドカップ2014
優勝 1

80 溝口　礼菜
みぞぐち　れいな

フェンシング 千葉県立柏陵高等学校1年
平成26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60回全国高等学校フェンシング選手権大会
女子エペ個人対抗　第1位

2

79 岩切　勇磨
いわきり　ゆうま

剣道 勝浦市立勝浦中学校3年
平成26年度全国中学校体育大会第44回全国中学校剣道大会
男子個人　第1位 1

78 水山　大輔
みずやま だいすけ

馬術 成田乗馬クラブ
第69回国民体育大会　馬術競技
成年男子　トップスコア競技
第１位　1,540点

1

77 福島
ふくしま

　勇
いさむ

馬術 佐倉ライディングクラブ
第66回全日本障害馬術大会2014 PartⅡ
内国産障害飛越競技　優勝 3

76 林
はやし みか

　美伽 馬術
千葉県立多古高等学校2年
（北総乗馬クラブ）

CSIJ-B Taipei2014
（国際ジュニアライダー障害馬術競技会）
障害飛越　団体　第3位

73 ヌンイラ　華蓮
　　　　　　    かれん

柔道 了德寺学園

平成26年全日本選抜柔道体重別選手権大会
女子70kg級　優勝
2014年グランプリ・ブタペスト
女子70kg級　第3位
2014年チェリャビンスク世界柔道選手権大会
女子70kg級　第2位

2

1

75 林
はやし ただひろ

　忠寛 馬術 北総乗馬クラブ
第17回アジア競技大会（2014/仁川）
障害飛越　団体　第3位 2

74 六郷　雄平
ろくごう　ゆうへい

柔道 了德寺学園
2014年グランドスラム・チュメニ
男子66kg級　第2位

72 西田　優香
にしだ　  ゆか

柔道 了德寺学園

2014年グランプリ・ウランバートル
男子60kg級　第3位
第17回アジア競技大会（2014/仁川）
男子60kg級　第3位　男子団体　第3位

1

71 下和田　翔平
しもわだ　しょうへい

柔道 京葉ガス株式会社
2014年グランプリ・ウランバートル
男子100kg超級　第3位 1

70 志々目　徹
ししめ　   とおる

柔道 了德寺学園

平成26年全日本選抜柔道体重別選手権大会
女子52kg級　優勝 6

2014年グランプリ・デュッセルドルフ
男子100kg超級　優勝
平成26年全日本選抜柔道体重別選手権大会
男子100kg超級　優勝

1

69 川端　龍
かわばた　りょう

柔道 了德寺学園

2014年ヨーロッパオープン・オーバーヴァルト
男子60kg級　優勝
2014年グランプリ・ウランバートル
男子60kg級　第3位

2

68 上川　大樹
かみかわ　だいき

柔道 京葉ガス株式会社

平成26年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会
第63回全国高等学校柔道大会
女子個人78kg級　優勝

1

67 太田　慶一
おおた　けいいち

柔道 了德寺学園
第7回東アジア柔道選手権大会
男子73kg級　第3位 1

66 泉　真生
いずみ　まお

柔道 木更津総合高等学校3年

第17回アジア競技大会（2014/仁川）
男子フライ級　第3位 2

65 秋本　啓之
あきもと　ひろゆき

柔道 了德寺学園

2014年グランプリ・デュッセルドルフ
男子73kg級　優勝
第17回アジア競技大会（2014/仁川）
男子73kg級　第1位

5

64 林田
はやしだ

　翔太
しょうた

ボクシング 駒澤大学4年

第17回アジア競技大会（2014/仁川）
女子58kg級　出場
スナッチ 90kg　クリーン・ジャーク 122kg
トータル 212kg（日本新記録）

1

63 松本　潮霞
まつもと　なみか

ウエイトリフティング
綜合警備保障株式会社
（ALSOK）

第74回全日本ウエイトリフティング選手権大会
第28回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会
女子63kg級　第１位　スナッチ　91kg
クリーン＆ジャーク　109kg トータル　200kg
第17回アジア競技大会（2014/仁川）
女子63kg級　出場

4

62 安藤
あんどう

　美希子
みきこ

ウエイトリフティング 平成国際大学4年

61 穂積
ほづみ

　玲
れいな

奈 カヌー
浦安市立堀江中学校2年
（浦安市カヌー協会）

JOCジュニアオリンピックカップ
平成26年度全国中学生カヌー大会
WKS-1　優勝

1



番号 氏名 競技名 所属 大会名及び成績
受賞
回数

106 田中　健
たなか　けん

野球 新日鐵住金（株）

105 幸松　司
こうまつ　つかさ

野球 JFEスチール（株）
第17回アジア競技大会（2014/仁川）
第3位 1

第17回アジア競技大会（2014/仁川）
第3位 1

107 栗本　武典
くりもと　たけのり

自転車競技 敬愛学園高等学校3年

平成26年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会
秩父宮記念杯 第65回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会
第59回全国高等学校自転車道路競争中央大会
男子1kmタイムトライアル　第1位　1分07秒306

1

104 加藤　貴之
かとう　たかゆき

野球 新日鐵住金（株）

1

103 手計　富士紀
てばかり　としき

相撲 柏市立松葉中学校3年
第25回全国都道府県中学生相撲選手権大会
無差別級　優勝 1

102 白石　雅仁
しらいし　まさひと

相撲 専修大学松戸高等学校3年
第69回国民体育大会　相撲競技
少年男子個人　優勝

第17回アジア競技大会（2014/仁川）
第3位 1

1

101 植松　春貴
うえまつ　はるき

相撲 柏日体高等学校3年
第12回世界ジュニア相撲選手権大会
軽量級　優勝 1

100 水野　妃奈乃
みずの　ひなの

バスケットボール 昭和学院高等学校3年
第3回FIBA U-17女子バスケットボール世界選手権大会
出場

1

99 林　祐太郎
はやし　ゆうたろう

バスケットボール 千葉県立幕張総合高等学校2年
第3回FIBA U-17男子バスケットボール世界選手権大会
出場 1

98 中村　美羽
なかむら　みう

バスケットボール 昭和学院高等学校2年
第3回FIBA U-17女子バスケットボール世界選手権大会
出場

1

97 平良　彰吾
たいら　しょうご

バスケットボール 船橋市立船橋高等学校2年
第3回FIBA U-17男子バスケットボール世界選手権大会
出場 1

96 赤穂　ひまわり
あかほ　

バスケットボール 昭和学院高等学校1年

第3回FIBA U-17女子バスケットボール世界選手権大会
出場
第22回FIBA ASIA U-18女子バスケットボール選手権大会
出場

1

95 赤穂　さくら
あかほ　

バスケットボール 昭和学院高等学校3年

第17回アジア競技大会（2014/仁川）
第3位
第22回FIBA ASIA U-18女子バスケットボール選手権大会
出場

2

94 青木　太一
あおき　たいち

バスケットボール 船橋市立船橋高等学校3年
第23回FIBA ASIA U-18男子バスケットボール選手権大会
出場

1

93 本
もと

　龍二
りゅうじ

空手道 日本空手協会大網支部
公益社団法人日本空手協会　船越義珍杯第１３回少年世界空手道選手権大会
16～18歳男子形の部・優勝 2

92 平野
ひらの

　将義
しょうき

空手道 日本空手協会君津支部
公益社団法人日本空手協会　船越義珍杯第１３回少年世界空手道選手権大会
16～18歳男子形の部・３位

1

91 田口
たぐち

　聡
さとみ

珠 空手道 日本空手協会松戸支部
公益社団法人日本空手協会　船越義珍杯第１３回世界空手道選手権大会
一般個人戦女子組手の部・優勝 1

90 椎名
しいな

　舞
まい

空手道 日本空手協会八街支部
公益社団法人日本空手協会　船越義珍杯第１３回世界空手道選手権大会
一般個人戦女子組手の部・準優勝

1

89 澤江　優月
さわえ　ゆづき

空手道 千葉市立若松中学校2年
第22回全国中学生空手道選手権大会
女子個人組手　優勝 1

88 久住呂　有紀
くじゅうろ　ゆき

空手道
千葉市立犢橋中学校3年
　　　　（受賞時：同2年）

はまなす杯　第8回全国中学生空手道選抜大会
2年　女子組手　優勝

1

87 植草
うえくさ

　歩
あゆみ

空手道 帝京大学4年

第17回アジア競技大会（2014/仁川）
女子個人組手 +68kg級　第3位
第22回世界空手道選手権大会
女子組手　第3位

3

86 池澤　海
いけざわ　かい

空手道
千葉市立誉田中学校2年
　　　　（受賞時：同1年）

はまなす杯　第8回全国中学生空手道選抜大会
1年　男子組手　優勝

2

85 山根
やまね

　恵
え

里
り

奈
な

サッカー
ジェフユナイテッド市原・千葉
レディース
（千葉県登録）

AFC女子アジアカップベトナム2014　優勝
第17回アジア競技大会（2014/仁川）　第2位 1

84 松本
まつもと

　真
ま

未
み

子
こ

サッカー
松戸市立松戸高等学校2年
（浦和レッズレディースユース）

FIFA U-17女子ワールドカップ2014
優勝
ゴールデングローブ賞
（大会最優秀ゴールキーパー賞）



番号 氏名 競技名 所属 大会名及び成績
受賞
回数

119 佐古　瑞季
さこ　　 みずき

バトントワーリング MAKUHARI・ミルキートワラーズ
第39回全日本バトントワーリング選手権大会
ソロストラット1位 2

118 中元　南
なかもと　みなみ

バレーボール 千葉県立柏井高等学校2年

1

117 山本　千夏
やまもと　ちなつ

太極拳 習志野市立第二中学校2年

第22回JOCジュニアオリンピック武術太極拳大会
女子南拳Bの部　第1位
女子南刀Bの部　第1位
第31回全日本武術太極拳選手権大会
女子伝統器械の部　第1位

2

116 宍倉　玲亜
ししくら　れいあ

太極拳 敬愛学園高等学校2年

第22回JOCジュニアオリンピック武術太極拳大会
女子南拳Aの部　第1位
女子南刀Aの部　第1位
女子南棍の部　第1位

第17回アジアジュニア女子バレーボール選手権大会(U-19)
第2位 1

115 荒谷　友碩
あらや　ともひろ

太極拳 麗澤大学2年
2014全日本武術太極拳競技会
男子太極拳　第1位 3

114 佐藤
さとう

　志帆
しほ

トライアスロン
シャクリー・グリーンタワー・
稲毛インター

113 上田
うえだ

　藍
あい

トライアスロン
シャクリー・グリーンタワー・
稲毛インター

第17回アジア競技大会（2014/仁川）
女子個人　第1位
混合リレー　第1位

10

ASTCアジアトライアスロン選手権（2014/香港）
U23女子　第1位 1

111 島谷　尚季
しまたに　なおき

山岳 千葉県立幕張総合高等学校3年

クライミング日本ユース選手権2014
ユースB女子　第１位 3

112 清水　夏子
しみず　なつこ

山岳 習志野市立第七中学校3年
第17回JOCジュニアオリンピック
ユースB女子　第１位 2

110 菊沢　絢
きくさわ　あや

山岳
流山市立南流山中学校3年
（受賞時：同2年）

IFSCワールドカップリード第3戦フランス・シャモニー大会
出場
IFSCワールドカップリード第5戦オーストラリア・イムスト大会
出場

5

第34回アジア自転車競技選手権大会
出場
第17回アジア競技大会（2014/仁川）
出場

1

109 中村　妃智
なかむら きさと

自転車競技 日本体育大学4年

第34回アジア自転車競技選手権大会
女子ポイントレース　第1位　39点
第17回アジア競技大会（2014/仁川）
出場

1

108 小島　蓉子
こじま　ようこ

自転車競技
日本体育大学大学院
（日体大クラブLIONS）



4 優秀スポーツ選手（団体）

番号 競技名 チーム名 選手名
表彰件名及び
表彰順位・記録

12 ボウリング 千葉県ボウリング連盟

髙山　実樹（千葉県立君津商業高等学校3年）
小出　佳代子（アサヒクラブ）
霜出　佳奈（柏支部）
石井　茉里子（昭和学院高等学校3年）
石井　彩子（市川支部）
向谷　美咲（市川支部）

第52回全日本ボウリング選手権大会
女子の部　団体総合優勝

11 アーチェリー 千葉黎明高等学校

佐藤　俊樹（3年）
鬼塚　聡（3年）
山田　大貴（3年）
宮内　拓巳（3年）

平成26年度全国高等学校総合体育大会
アーチェリー競技大会高円宮賜牌第47回全国高等
学校アーチェーリー選手権大会
男子団体　第1位

10 新体操 昭和学院高等学校

栗原　唯（3年）
根本　愛（3年）
土井　彩花（2年）
久保　美咲（2年）
吉越　彩恵（1年）
日髙　桃子（3年）
五十嵐　友香（2年）
刈込　千裕（3年）

平成26年度全国高等学校総合体育大会
新体操大会
全国高等学校新体操選手権大会
女子団体　第1位　15.566

9 新体操 昭和学院高等学校

栗原　唯（3年）
（受賞時：同2年）
根本　愛（3年）
（受賞時：同2年）
土井　彩花（2年）
（受賞時：同1年）
久保　美咲（2年）
（受賞時：同1年）
日髙　桃子（3年）
（受賞時：同2年）
五十嵐　友香（2年）
（受賞時：同1年）

第29回全国高等学校新体操選抜大会
女子団体　優勝

8 体操競技
国民体育大会体操競技
千葉県少年男子

萱　和磨（習志野市立習志野高等学校3年）
谷川　航（船橋市立船橋高等学校3年）
倉島　大地（船橋市立船橋高等学校3年）
前野　風哉（船橋市立船橋高等学校3年）
湯浅　賢哉（船橋市立船橋高等学校1年）

第69回国民体育大会　体操競技
少年男子　男子団体　第1位　347.450

7 体操競技 船橋市立船橋高等学校

倉島　大地（3年）
谷川　航（3年）
前野　風哉（3年）
湯浅　賢哉（1年）

平成26年度全国高等学校総合体育大会
体操競技大会
全国高等学校体操競技選手権大会
男子団体総合　第1位　265.300

6 柔道
国民体育大会柔道競技
千葉県成年女子

角田　夏実（東京学芸大学4年）
今井　優子（了德寺学園）
村瀬　晴香（（株）千葉薬品）

第69回国民体育大会　柔道競技
成年女子　優勝

5 テニス 東京学館浦安中学校

立山　里菜（3年）
都筑　はるな（3年）
佐藤　光（3年）
若月　紀夏（3年）
長谷川　琳香（2年）
泉澤　寧々（3年）
猪股　五月（2年）
町田　芽衣（1年）
雑賀　早南（1年）

第41回全国中学生テニス選手権大会
女子団体戦　優勝

4 ソフトテニス
国民体育大会ソフトテニ
ス競技千葉県成年女子

山下　ひかる（ヨネックス（株））
柿崎　あやの（ヨネックス（株））
神谷　絵梨奈（ヨネックス（株））
山瀬　侑希（ヨネックス（株））
森田　奈緒（ヨネックス（株））
齋藤　香純（明治大学1年）

第69回国民体育大会　ソフトテニス競技
成年女子　優勝

3 水泳
国民体育大会水泳競技
千葉県少年女子B400m
メドレーリレー

湯原　利佳（渋谷教育学園幕張高等学校1年）
徳永　彩花（佐倉市立臼井中学校3年）
柏崎　清花（我孫子市立白山中学校3年）
持田　早智（千葉市立打瀬中学校3年）

第69回国民体育大会　水泳競技
少年女子B　女子400mメドレーリレー
第1位　4分07秒87

2 水泳
国民体育大会水泳競技
千葉県少年女子B400m
フリーリレー

柏崎　清花（我孫子市立白山中学校3年）
奥田　さわ（千葉県立銚子高等学校1年）
湯原　利佳（渋谷教育学園幕張高等学校1年）
持田　早智（千葉市立打瀬中学校3年）

第69回国民体育大会　水泳競技
少年女子B　女子400mフリーリレー
第1位　3分47秒43

1 陸上競技 成田高等学校

藤川　哲平（3年）
山本　竜大（2年）
飯田　惇生（3年）
前山　陽軌（3年）

平成26年度全国高等学校総合体育大会陸上競技
大会秩父宮賜杯 第67回全国高等学校陸上競技対
校選手権大会
男子4×400mリレー　第1位　3分10秒71



番号 競技名 チーム名 選手名
表彰件名及び
表彰順位・記録

19 野球 千葉マリーンズ

秋吉　伶奈（流山市立初石中学校3年）
伊藤　蒼（匝瑳市立八日市場第二中学校3年）
杉嶋　尚子（流山市立南部中学校3年）
中島　菜々花（松戸市立第二中学校3年）
金田　みさと（成田市立久住中学校3年）
松木　紗綾（佐倉市立西志津中学校3年）
田之上　茉音（千葉市立生浜中学校3年）
浅尾　凪咲（佐倉市立西志津中学校3年）
吉田　さくら（いすみ市立岬中学校3年）
岩淵　風香（白井市立七次台中学校3年）
木村　涼香（白井市立七次台中学校2年）
小野　七海（市原市立八幡東中学校2年）
鈴木　こゆめ（館山市立第三中学校2年）
横山　夕（船橋市立三山中学校2年）
大塚　明帆（柏市立西原中学校2年）
塚原　麻樹（松戸市立旭町中学校2年）
熊井　りん（柏市立柏第二中学校2年）
永徳　あみ（八千代市立東高津中学校2年）
窪田　郁未（木更津市立木更津第二中学校2年）
三上　実穂（船橋市立大穴中学校2年）
石井　早香（成田市立遠山中学校2年）
磯野　佳保（大多喜町立大多喜中学校2年）
岩澤　稀華（いすみ市立岬中学校2年）
梶　綾夏（八千代市立東髙津中学校2年）
木村　樹里（流山市立常盤松中学校2年）
近藤　悠梨（松戸市立第二中学校2年）
笹本　和香（千葉市立花園中学校2年）
松村　三春（千葉市立轟中学校2年）
森川　風香（柏市立西原中学校2年）
吉川　藍子（八千代市立東高津中学校2年）
小笠原　詩歩（柏市立富勢中学校2年）

第9回15U全国KB野球秋季大会
女子の部　優勝

17 空手道 濤心館本部

八馬　隼世
今野　羅偉輝
羽石　武将
髙橋　飛羽

公益社団法人　日本空手協会　文部科学大臣杯第
５７回小学生・中学生全国空手道選手権大会
団体戦　中学生男子形の部　優勝

18 野球 千葉ファイターズ

山下　輝（木更津市立巌根西中学校3年）
伊藤　泰雅（匝瑳市立野栄中学校3年）
押樽　昌平（銚子市立銚子中学校3年）
高山　雅都（市川市立福栄中学校3年）
中嶋　康樹（印西市立印西中学校3年）
長谷井　孝祐（市川市立南行徳中学校3年）
伊東　克隼（松戸市立和名ヶ谷中学校3年）
中村　瑛仁（市原市立五井中学校3年）
蒲地　歩（習志野市立第七中学校3年）
細田　悠貴（市原市立五井中学校3年）
石川　水都（習志野市立第一中学校3年）
高山　寛都（市川市立福栄中学校3年）
菅谷　友紀（柏市立富勢中学校3年）
峯岸　大介（木更津市立第二中学校3年）
青木　涼雅（流山市立南流山中学校3年）
伊藤　圭吾（野田市立第二中学校3年）
吉田　秀磨（柏市立富勢中学校3年）
川上　鳳之（松戸市立常盤平中学校3年）
石塚　秀（野田市立第二中学校3年）
戸村　祐介（印西市立印西中学校3年）

第9回15U全国KB野球秋季大会
男子の部　優勝

16 空手道 千葉県女子組手団体

植草　歩
田口　聡美
多田野　彩香
天野　美雅

内閣総理大臣杯 第42回全日本空手道選手権大会
女子組手団体競技　優勝

15 少林寺拳法 大日道院拳友会
小森　丈司（四街道市立四街道西中学校3年）
松田　大毅（佐倉市立南部中学校2年）

第8回全国中学生少林寺拳法大会
男子組演武の部　第1位

14 少林寺拳法
千葉県立成田国際高等
学校

鈴木　佑菜（3年）
松本　理菜（3年）
岩井　友里乃（3年）
伊藤　彩華（3年）
岩佐　京佳（3年）
翠簾野　美月（3年）
大野　水彩（3年）
山内　友里加（3年）

平成26年度全国高等学校総合体育大会
少林寺拳法競技大会
第41回全国高等学校少林寺拳法大会
女子団体演武　第1位　265点

13 少林寺拳法
千葉県立成田国際高等
学校

大野　水彩（3年）
山内　友里加（3年）

平成26年度全国高等学校総合体育大会
少林寺拳法競技大会
第41回全国高等学校少林寺拳法大会
女子組演武　第1位　263点



5

2 藤井
ふじい

　拓郎
たくろう

水泳 優秀スポーツ選手として５年連続受賞

番号 氏名 競技名 備考

1 上田
うえだ

　藍
あい

トライアスロン 優秀スポーツ選手として１０回受賞

特別功労賞


