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生涯スポーツ功労者・・・・・・１９名    生涯スポーツ優良団体 ・・・・・１０団体 

優秀スポーツ選手（個人）・・ １１８名    優秀スポーツ団体 ・・・・・・・２４団体 

特別功労者    ・・・・・・ ５名 

生涯スポーツ功労者 地域スポーツの健全な普及発展に貢献し、顕著な功績をおさめた方 

 

●市川スポーツガーデン塩浜     ●浦安市 テニス協会  

●野田市野球協会            ●松戸市柔道連盟 

●桜台スポーツクラブ        ●青堀少年野球クラブ 

●富山地区体育振興会         ●千葉県体操協会 

●千葉県フェンシング協会      ●（公社）日本３Ｂ体操協会千葉県支部 

生涯スポーツ優良団

体 

優秀スポーツ選手（個人） 

組織的・計画的にスポーツ活動を行い、スポーツ活動の日常化と普

及を積極的かつ協力的に推進している団体 

平成 29年に開催された全国大会において第 1位を収めた方、 

もしくは国際大会に出場し活躍された方 

（陸上競技２０名） 

・畦地 将史・髙橋 英輝・加世田 梨花・森 智香子・松枝 博輝・潰滝 大記・清水 珠夏 

・川崎 和也・佐藤 奈々・橋本 梨沙・石田 裕介・松永 大介・白土 茶実・ハッサン ナワール 

・藤原 寛人・小又 寛也・村上 夏美・根本 智子・山口 智弘・南 日向 
 

（水泳２０名） 

・松元 克央・山根 優衣・落合 兼優・湯原 利佳・飯塚 千遥・山川 唯巴・持田 早智 

・平井 康翔・鈴木 琴莉・坂上 千明・野呂 美咲季・稲場 朱里・山本 実乃里・風間 祐李 

・塩谷 南美・柏崎 清花・井上 海・鴇田 未来・砂村 明彦・笹生 舞琳 

（テニス２名）・宮本 愛弓・古賀 彩花 

田久保 健美（船橋市） 都築 澄夫（習志野市） 薬師寺 修（八千代市） 高橋 卓志（松戸市） 

青野   直（流山市）  秋元 貞雄（鎌ヶ谷市） 田内 征男（白井市）  佐々木 稔（印西市） 

石渡 孝春（成田市）  並木  宏行（山武市）  高橋   昭（勝浦市）   大沢 孝文（市原市） 

忍足 伸一（館山市）  田丸    功（君津市）   三浦 邦宏（千葉市）   佐野 暢俊（県体協） 

大澤 光彦（県体協）   南    昌平（県体協）  宇津木 安代（県レク協） 
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（体操競技８名） 

・鈴木 茂斗・村山 覚人・杉本 海誉斗・花島 なつみ・野々村 笙吾・谷川 航・千葉 健太 

・向中野 蓮 
 

（新体操１０名） 

・小池 夏鈴・山田 愛乃・立澤 孝菜・石井 陽向・柴山 瑠莉子 

・皆川 夏穂・横田 葵子・飯田 由香・末永 柚月・河崎 羽珠愛 
 

（レスリング１０名）  

・白井 達也・山口 海輝・谷口 龍我・宮本 海渡・竹下 雄登 

・伊藤 謙心・山田  脩・服部 大虎・井筒 勇人・須﨑 優衣 

（カヌー２名）・中嶋 学人・鈴木 涼太 

（ウエイトリフティング２名）・安藤 美希子・佐野 優図 

（バドミントン３名）・栗原 琉夏・栗原 あかり・山田  楓 

（ボクシング１名）・堤  駿斗 

（柔道７名）・角田 夏実・志々目 愛・緒方 亜香里・志々目 徹・市川 龍之介・吉岡 光・後藤 颯太 

（馬術１名）・安西 紘一 

（ライフル射撃３名）・公賀 亜久理・田中 彰人・井尻 圭亮 

（空手道４名）・植草  歩・多田野 彩香・本 一将・水谷 綾真 

（バスケットボール２名）・富樫 勇樹・小野 龍猛 

（山岳３名）・島谷 尚季・村井 隆一・西田 朱李 

（武術太極拳６名）・荒谷 友碩・宍倉 龍空・磯野 水響・中村 里香・大野 雅也・坂入 莉音 

（バレーボール１名）・上條 レイモンド 

（バトントワーリング４名）・佐古瑞季・石馬場 南美・岩本 燈・久保 萌夏 

（テコンドー２名）・東島 星夜・寺田 怜矢 

（サーフィン２名）・長谷川 颯太・中塩 佳那 

（自転車競技４名）・中村 妃智・板倉 玄京・荒川 仁・長嶋 凌 

（ゴルフ１名）・鈴木 晃祐 
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・東海大学付属浦安高等学校（JOCジュニアオリンピックカップ大会 第11回U18日本陸上競技選手権大会 

U18男子4×100ｍリレー） 

・我孫子市立白山中学校（平成 29年度全国中学校体育大会第 25回全国中学校駅伝大会男子「大会新」） 

・千葉県（第 72回国民体育大会ソフトテニス競技成年女子） 

・千葉ジェッツふなばし（バスケットボール第 92回天皇杯・第 83回皇后杯全日本総合バスケットボール 

選手権大会男子） 

・ＡＫＩＲＡ（軟高松宮賜杯第 61回全日本軟式野球大会 1部） 

・千葉ファイターズ（第 12回U-15全国KWB野球秋季大会男子の部） 

・千葉県（第 72回国民体育大会ソフトボール競技少年女子） 

・日本体育大学柏高等学校（風間杯第 60回記念全国高等学校選抜レスリング大会） 

・日本体育大学柏高等学校（平成 29年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技大会 

三笠宮賜牌第 64回全国高等学校レスリング選手権大会男子学校対抗戦） 

・東京学館高等学校（平成29年度全国高等学校総合体育大会体操競技大会兼全国高等学校 

体操競技選手権大会女子団体総合） 

・船橋市立船橋高等学校（JOCジュニアオリンピックカップ 2017全日本ジュニア体操競技選手権大会 

1部男子団体総合） 

・フジスポーツクラブ（JOCジュニアオリンピックカップ 2017全日本ジュニア体操競技選手権大会 

1部女子団体総合） 

・千葉県（第 72回国民体育大会体操競技少年男子） 

・順天堂大学（第 71回全日本体操競技団体選手権男子団体総合） 

・昭和学院中学校（平成 29年度全国中学校体育大会 第 48回全国中学校新体操選手権大会女子団体） 

・イオン新体操クラブ（Chacott CHAMPIONSHIPS 第 35回全日本ジュニア新体操選手権大会女子団体総合） 

・柏市立柏第二中学校（平成 29年度全国中学校体育大会第 47回全国中学校相撲選手権大会男子団体相撲） 

・流通経済大学付属柏高等学校（平成 29年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会男子サッカー） 

・千葉県（第 72回国民体育大会サッカー競技女子） 

・千葉県立佐倉東高等学校（平成 29年度第 55回全国高等学校ライフル射撃選手権大会学校対抗戦 

ビーム ライフル男子） 

・拓殖大学紅陵高等学校（平成28年度JOCジュニアオリンピックカップ第36回全国高等学校空手道 

選抜大会男子団体形） 

優秀スポーツ選手（団体） 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年に開催された全国大会において第 1 位をおさめたチーム、もしくは国際大会に出場し 

活躍されたチーム 
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・千葉県女子組手団体チーム（天皇盃・皇后盃 第 45回全日本空手道選手権大会女子組手団体） 

・桜林高等学校（平成29年度全国高等学校総合体育大会少林寺拳法競技大会兼第 44回全国高等学校 

少林寺拳法大会 男子団体演武） 

・clear Ｂaton（第 42回全日本バトントワーリング選手権大会ペアの部U-18） 

 

 

 

特別功労賞 持田 早智  （ 水   泳 ）       【優秀スポーツ選手として５年連続受賞】 

河崎 羽珠愛 （ 新 体 操 ）     【優秀スポーツ選手として５年連続受賞】 

植草  歩   （ 空 手 道 ）     【優秀スポーツ選手として５年連続受賞】 

島谷 尚季  （  山 岳  ）     【優秀スポーツ選手として５年連続受賞】 

佐古 瑞季  （バトントワーリング）【優秀スポーツ選手として５年連続受賞】 

 

 

 

今後益々の御活躍を祈念いたします。 

 

 

 

 


