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団体 個人 団体 個人 団体 個人 団体 個人

昭35 2 2 1 13 60 1 2 5 11

36 2 7 11 61 4 5 8 6

37 1 1 3 10 62 2 7 8 14

38 1 3 7 17 63 2 1 9 11

39 1 5 9 平元 2 7 9 14

40 3 8 20 2 1 5 5 6

41 2 3 18 3 1 3 14 10

42 1 5 15 4 2 1 17 16

43 1 1 7 21 5 2 1 14 9

44 1 2 13 6 1 4 9 17

45 1 1 2 29 7 1 6 5 16

46 1 8 11 8 2 4 8 13

47 1 4 17 9 11 8 12

48 2 9 21 10 1 9 8 16

49 2 5 21 11 1 5 11 20

50 1 4 6 12 14 15 16

51 1 7 15 13 1 7 13 17

52 1 5 10 14 7 13 17

53 1 3 7 20 15 6 12 13

54 3 17 11 16 8 12 15

55 1 2 12 12 17 2 4 6 9

56 1 9 13 18 5 4 2

57 1 2 13 16 19 8 2 12

58 1 3 12 15 20 7 3 4

59 1 2 9 5 21 2 3 3 2

1

年度 年度

帯広市スポーツ賞・スポーツ奨励賞歴代受賞者数

スポーツ賞 スポーツ奨励賞 スポーツ賞 スポーツ奨励賞



団体 個人 団体 個人 団体 個人 団体 個人

22 0 2 4 8

23 0 3 2 4

24 1 5 3 10

25 1 4 4 7

26 0 1 3 2

27 2 0 3 7

28 0 2 4 4

29 0 1 2 1

30 0 2 4 3

令元 1 2 7 4

2 0 1 0 0

3 1 1 8 1

合計 51 201 436 718
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年度 年度

帯広市スポーツ賞・スポーツ奨励賞歴代受賞者数

スポーツ賞 スポーツ奨励賞 スポーツ賞 スポーツ奨励賞
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歴代スポーツ賞受賞者   【功労部門】 

年度 氏           名 年度 氏           名 

昭35 阿部 重広・西村 忠恵 60 佐藤 栄蔵・市之川正二 

36 大石  実・橋爪  求 61 川辺 金吉 

37 木村  勇・十勝陸上競技協会 62 水野 重光 

38 
川瀬  幹・高橋 菊男・晒谷哲三郎 

帯広スケート協会 
63 該当者なし 

39 若松 正典 平元 鈴木 敏弘 

40 該当者なし 2 大石 義道 

41 小川  晃 3 該当者なし 

42 上垣 成世 4 該当者なし 

43 木南 和平・十勝柔道連盟 5 坂井 俊行 

44 該当者なし 6 今   迪 

45 該当者なし 7 三浦 弘之・安田 裕彦 

46 該当者なし 8 伊藤  勉・大山 石松 

47 該当者なし 9 曽根  博・齋藤 雅俊 

48 該当者なし 10 宮川 武志・河西 哲夫 

49 該当者なし 11 大須賀良明・畠山  滋 

50 帯広軟式野球連盟 12 阿部正四郎 

51 該当者なし 13 該当者なし 

52 該当者なし 14 田上 恒男 

53 小室 吉助・松浦 沢一 15 小野寺 勇・吉村 正義 

54 飯居 大忍・伊藤 秀勝 16 高田 昌浩 

55 室田 一光・渡辺  尹 17 川端  喬 

56 夷石  勝 18 赤川 賢二 

57 丸山 賢吉 19 鎌田 利道 

58 舩津 宗忠 20 角谷 巍啓・橋本 和雄 

59 内木宮多良 21 該当者なし 
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歴代スポーツ賞受賞者   【功労部門】 

年度 氏           名 年度 氏           名 

22 武士沢康夫   

23 大橋 公徳   

24 該当者なし   

25 河村 榮治   

26 該当者なし   

27 該当者なし   

28 萩原 一利   

29 杉野 睦夫   

30 高松 三郎・森田 精一   

令元 該当者なし   

2 鈴木  樹   

3 伊藤 宣孝   
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歴代スポーツ賞受賞者   【指導者部門】 

年度 氏           名 年度 氏           名 

平17 該当者なし    

18 該当者なし     

19 該当者なし     

20 該当者なし     

21 該当者なし     

22 該当者なし    

23 該当者なし   

24 真田 正樹   

25 該当者なし   

26 該当者なし   

27 該当者なし   

28 該当者なし   

29 該当者なし   

30 該当者なし   

令元 該当者なし   

2 該当者なし   

3 該当者なし   
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歴代スポーツ賞受賞者【成績部門（個人及び団体）】 
 

年度 受賞者（団体）名 備        考 

昭 35 
帯広営林野球部 

陸上自衛隊第 5 管区帯広駐屯地野球部 
 

36～39 該当なし  

40 

中田芙美子 (スピードスケート) 

若松  礼子 (スピードスケート) 

田川    誠 (陸上競技) 

 

. 

 

41 前田  睦彦 (スピードスケート)  

42～43 該当なし  

44 辻    正敏 (スピードスケート)   

45 
野原喜代美 (スピードスケート) 

帯広大谷高等学校スピードスケート部 

 

全国高校総体総合優勝  1回目 

46 白樺学園高等学校スピードスケート部 全国高校総体総合優勝  1回目 

47 帯広大谷高等学校スピードスケート部 全国高校総体総合優勝  2回目 

48 
帯広大谷高等学校スピードスケート部 

白樺学園高等学校スピードスケート部 

全国高校総体総合優勝  3回目 

全国高校総体総合優勝  2回目 

49 
菅原真理子 (スピードスケート) 

川原  正行 (スピードスケート) 

国体及び全国高校総体優勝 

国体及び全国高校総体優勝 

50 該当なし  

51 白樺学園高等学校スピードスケート部 全国高校総体総合優勝  3回目 

52 清水 康弘 (スピードスケート) 全国高校総体 5000m・10000m優勝 

53 
白樺学園高等学校スピードスケート部 

宮沢紀志子 (陸上競技) 

全国高校総体総合優勝  4回目 

国体成年女子 800m 優勝 

54 篠原  雅人 (スピードスケート)  全国高校総体 10000m 優勝 

55 白樺学園高等学校スピードスケート部 全国高校総体総合優勝  5回目 

56 該当なし  

57 
和田    梅 (水泳) 

白樺学園高等学校スピードスケート部 

全米マスターズ優勝 

全国高校総体総合優勝  6回目 

58 

広瀬    誠 (スピードスケート) 

上鹿渡由美 (アーチェリー) 

白樺学園高等学校スピードスケート部 

世界ジュニア大会 500m 2位 

全国高校総体ｼﾝｸﾞﾙﾗｳﾝﾄﾞ優勝 

全国高校総体総合優勝  7回目 

59 
三谷  幸宏 (スピードスケート) 

白樺学園高等学校スピードスケート部 

世界ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｽｹｰﾄ大会ｽﾌﾟﾘﾝﾄ総合優勝 

全国高校総体総合優勝  8回目 

60 白樺学園高等学校スピードスケート部 全国高校総体総合優勝  9回目 
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スポーツ賞受賞者【成績部門（個人及び団体）】 
 

年度 受賞者（団体）名 備        考 

61 

中村  卓也 (スピードスケート) 

田中  稚早 (スピードスケート) 

奥原  親雄 (スピードスケート) 

斉藤  香苗 (スピードスケート) 

白樺学園高等学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部男子部 

白樺学園高等学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部女子部 

六花亭製菓野球部 (軟式野球) 

テラシマ野球クラブ (軟式野球) 

全日本ｼﾞｭﾆｱ総合優勝、世界ｼﾞｭﾆｱ総合 3位 

全日本ｼﾞｭﾆｱ総合優勝、世界ｼﾞｭﾆｱ総合 6位 

全日本ｼﾞｭﾆｱ 500m 優勝 
全日本ｼﾞｭﾆｱ総合 2 位、世界ｼﾞｭﾆｱ総合 7位 

全国高校総体総合優勝  10回目 

全国高校総体総合優勝   1回目 

高松宮賜杯全日本大会準優勝 

東日本一部軟式野球大会準優勝 

62 

鐡田  武典 (スピードスケート) 

小竹  直喜 (スピードスケート) 

深沢  洋子 (スピードスケート) 

村上由美子 (スピードスケート) 

飯島恵美子 (スピードスケート) 

安田  俊雄 (クレー射撃) 

白樺学園高等学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部女子部 

東光舗道 Aチーム (カーリング) 

国体少年男子 1500m 優勝 

全日本ｼﾞｭﾆｱ総合優勝 

国体少年女子  500m 優勝 

全日本ｼﾞｭﾆｱ  3000m  優勝 

国体少年女子   1500m 優勝 

国体トラップ種目   2位 

全国高校総体総合優勝   2回目 

ジャパンオープン 87 優勝 

63 

洞田千鶴子 (スピードスケート) 

白樺学園高等学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部男子部 

白樺学園高等学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部女子部 

国体成年女子 500m・1500m優勝 

全国高校総体総合優勝  11回目 

全国高校総体総合優勝   3回目 

平元 

藤本  祐司 (スピードスケート) 

堀井    学 (スピードスケート) 

佐藤  葉子 (スピードスケート) 

島崎  京子 (スピードスケート) 

河瀬  祐二 (スピードスケート) 

菊池  信子 (スピードスケート) 

白樺学園高等学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部男子部 

白樺学園高等学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部女子部 

国体少年男子 500m・1000m 優勝 

全日本ｼﾞｭﾆｱ  500m  優勝 

国体少年女子 3000m 優勝 

全日本ｼﾞｭﾆｱ・全日本選抜 500m優勝 

国体成年男子 A500m 優勝 

国体成年女子 B500m 優勝 

全国高校総体総合優勝  12回目 

全国高校総体 2000m リレー 優勝    

2 

鈴木幸太郎 (スピードスケート) 

大町  哲也 (馬術競技) 

賀山    高 (馬術競技) 

三宅  英美 (スピードスケート) 

白樺学園高等学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部男子部 

国体少年男子 1500m 優勝 

国体成年男子ｽﾋﾟｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ 優勝 

国体成年一部ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ優勝 

国体少年男子 5000m 優勝 

全国高校総体総合優勝  13回目 

3 

糸川  敏彦 (スピードスケート) 

清水  宏保 (スピードスケート) 

宗像  記子 (スピードスケート) 

白樺学園高等学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部男子部 

国体少年男子 5000m 優勝 

国体少年男子 1000m・1500m優勝 

国体少年女子 1500m 優勝 

全国高校総体総合優勝  14回目 
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スポーツ賞受賞者【成績部門（個人及び団体）】 
 

年度 受賞者（団体）名 備        考 

4 

根本  奈美 (スピードスケート) 

東光舗道レディース (カーリング) 

白樺学園高等学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部男子部 

世界ｼﾞｭﾆｱ女子総合完全優勝 

アルベールビルオリンピック出場 

全国高校総体総合優勝  15回目 

5 
東光舗道レディース (カーリング) 

白樺学園高等学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部男子部 

日本選手権優勝 

全国高校総体総合優勝  16回目 

6 

長岡  淳一 (スピードスケート) 

湯浅  儀紀 (スピードスケート) 

三輪  朗子 (銃剣道)  

白樺学園高等学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部男子部 

男子 2000m リレーチーム 

国体少年男子 1500m 優勝 

国体少年男子  500m 優勝 

全日本青少年大会一般女子優勝 

全国高校総体 2000m リレー優勝 

 

7 

渡辺    充 (スピードスケート) 

千葉  清秀 (アイスホッケー) 

吉田  直人 (アイスホッケー)  

吉本  隆行 (アイスホッケー) 

白樺学園高等学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部女子部 

           女子 2000m リレーチーム 

全国高校総体 5000m 優勝 
ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱｼﾞｭﾆｱ選手権大会優勝日本ﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰ 

ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱｼﾞｭﾆｱ選手権大会優勝日本ﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰ 

ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱｼﾞｭﾆｱ選手権大会優勝日本ﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰ 

全国高校総体 2000m リレー優勝 

 

8 

妹尾栄里子 (スピードスケート)  

河野  聖子 (ソフトテニス) 

白樺学園高等学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部女子部 

白樺学園高等学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部男子部 

           男子 2000m リレーチーム 

冬季ｱｼﾞｱ大会ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ 1500m・3000m ｱｼﾞｱ新 第 3位 

第 23回全日本レディース大会優勝 

全国高校総体総合優勝  4回目 

全国高校総体 2000m リレー 優勝    

 

9 

長浜    聡 (バイアスロン) 

森本  純市 (アイスホッケー) 

川島    誠 (アイスホッケー) 

大澤  洋介 (アイスホッケー) 

佐々木啓之 (アイスホッケー) 

朝川  雄示 (銃剣道) 

大菅小百合 (スピードスケート) 

幅田  洋司 (スピードスケート) 

清水  知美 (スピードスケート) 

国体バイアスロン個人  優勝 

国体少年 優勝 
ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱｼﾞｭﾆｱ選手権大会優勝日本ﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰ 

ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱｼﾞｭﾆｱ選手権大会優勝日本ﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰ 

ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱｼﾞｭﾆｱ選手権大会優勝日本ﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰ 

国体少年男子団体  優勝 

全日本ジュニア女子 総合優勝 

国体少年男子 1500m  優勝 

W杯カルガリー 世界 Jr新 
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スポーツ賞受賞者【成績部門（個人及び団体）】 
 

年度 受賞者（団体）名 備        考 

10 

大久津真由美 (カーリング) 

小笹  秀明 (ボディービル) 

半崎  泰生 (スピードスケート) 

小林  正暢 (スピードスケート) 

小原  悠里 (スピードスケート) 

國田    卓（アーチェリー）  

福原    裕（アーチェリー） 

帯広フットボールクラブ 

長野オリンピック 5 位、パシフィック選手権 優勝 

日本社会人ボディービル選手権 優勝 

国体少年男子 5000m 優勝 

国体少年男子 1500m 優勝 

国体少年女子 1500m 優勝 

国体少年男子団体    優勝 

国体少年男子団体    優勝 

全国クラブチームサッカー選手権 優勝 

11 

木田 真有（陸上） 

清川 和彦（アイスホッケー） 

平子 裕基(スピードスケート) 

六花亭マルセイズ（野球） 

世界ユース陸上競技大会ｽｳｪｰﾃﾞﾝﾘﾚｰ 4位 

国体少年 優勝 

国体少年男子 5000m 優勝 

高松宮賜杯全日本軟式野球大会 2部優勝 

12 

岡崎ゆかり（カーリング） 

青田しのぶ（カーリング） 

石崎 琴美（カーリング） 

渡邊ゆかり（スピードスケート） 

石井 奈緒（スピードスケート） 

伊藤 靖恵（スピードスケート） 

河西明日香（スピードスケート） 

工藤 祐太（アイスホッケー） 

石岡  敏（アイスホッケー） 

玉井 晴貴（アイスホッケー） 

飯村 喜則（アイスホッケー） 

市川 直人（アイスホッケー） 

三上 将充（アイスホッケー） 

日本カーリング選手権優勝 

     〃 

     〃 

全国高校、国体少年女子 500ｍ優勝 

全国高校、国体少年女子 1,500ｍ優勝 

国体少年女子 2000ｍリレー優勝 

全国高校、国体少年女子 3,000ｍ優勝 

世界ｼﾞｭﾆｱ U-18選手権大会 4位 

     〃 

     〃 

国体少年男子 優勝 

     〃 

     〃 

13 

土井  槙悟 (スピードスケート) 

小原  唯志 (スピードスケート) 

大津 広美 (スピードスケート) 

樫野 善一（アイスホッケー）  

谷川 正明（アイスホッケー） 

石山 洋平（アイスホッケー） 

神田 知季（アイスホッケー） 

北海道帯広農業高等学校馬術部 

２００１世界Ｊ選手権総合優勝 

国体少年男子   500m 優勝 

全国高校総体女子 1500m 優勝 

２００１世界Ｊｱｲｽﾎｯｹｰ 日本代表 3位 

  〃 

国体少年男子      優勝 

  〃 

全国高校馬術競技選手権 団体優勝 
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スポーツ賞受賞者【成績部門（個人及び団体）】 
 

年度 受賞者（団体）名 備        考 

14 

石野  枝里子（スピードスケート） 

辻  麻希 （スピードスケート） 

角田 博司 （アイスホッケー） 

鈴木 崇嗣 （アイスホッケー） 

渋谷 卓志 （銃剣道） 

飯島  一 （銃剣道） 

全国高校総体女子 1500ｍ、3000ｍ優勝 

全国高校総体女子 500ｍ、1000ｍ優勝 
２００２世界Ｊ Ｕ１８選手権ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 1日本代表 

同上 

国体少年団体優勝 

同上 

15 

高橋 伸英（インラインホッケー） 

楠木 星列（アイスホッケー） 

田中 孝太（アイスホッケー） 

土塚 修平（アイスホッケー） 

２００３インライン世界選手権Ｂプール優勝 
２００３世界Ｊ Ｕ１８選手権ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 1日本代表 

同上 

同上 

16 

藤村 祥子（スピードスケート） 

安宅 千佳（スピードスケート） 

飯山 泰行（スピードスケート） 

緒方 えりこ(陸上競技） 

越智 大輔（陸上競技） 

桧野 真奈美(ボブスレー) 

遠藤 倫哉(ボブスレー) 

全日本選抜女子 3000m 優勝 

国体少年女子リレー優勝 

全国高校総体男子 1500m 優勝 

日本ジュニア女子円盤投げ優勝 

国体少年男子円盤投げ優勝 

全日本選手権女子２人乗り優勝 

全日本選手権男子４人乗り優勝 

17 

福島 千里（陸上競技） 

柏葉 みさき(スピードスケート) 

松田 有幾(スピードスケート) 

帯広市立帯広第二中学校スケート部 

北海道帯広農業高等学校陸上競技部 

世界ユース陸上選手権大会女子ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 6位 

全国中学校スケート大会 1500ｍ、3000ｍ優勝 

全日本選抜競技会 1000m 優勝 

全国中学校スケート大会女子総合優勝 

全国高校総体女子フィールド競技優勝 

18 

富岡 幸弘（スピードスケート） 

堀田 絢路（スピードスケート) 

坂田 大貴（水泳） 

神谷 衣理那（スピードスケート） 

全国高校総体男子 500m、1000m優勝 

全国高校総体女子 500m 優勝 

全国中学校水泳競技大会平泳ぎ 100m優勝 

全国中学校スケート大会 500m、1000m優勝 

19 

羽賀 亮平（スピードスケート） 

藤村 あゆみ（スピードスケート) 

長内 慎太郎（スピードスケート) 

土井 優斗（スピードスケート） 

三上 悟（スピードスケート） 

大和田 司（スピードスケート） 

犬伏 拓巳（陸上競技） 

全国高校総体男子 500m、1000m、2000m ﾘﾚｰ優勝 

全国高校総体女子 1500m 優勝 

国体少年男子 1000m優勝 

全国高校総体男子 2000m ﾘﾚｰ優勝 

全国高校総体男子 2000m ﾘﾚｰ優勝 

全国高校総体男子 2000m ﾘﾚｰ優勝 

国体少年男子Ｂ円盤投げ優勝 
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スポーツ賞受賞者【成績部門（個人及び団体）】 
 

年度 受賞者（団体）名 備        考 

20 

小野 翔太（スピードスケート） 

板根 茜弥（スピードスケート） 

武井 淳貴（アイスホッケー） 

草森 雅弥（アイスホッケー） 

川上 巧 （アイスホッケー） 

国体少年男子 2000ｍﾘﾚｰ優勝 

全国高校総体女子 2000ｍﾘﾚｰ優勝 

国体少年の部優勝 

国体少年の部優勝 

国体少年の部優勝 

21 

髙橋 菜那（スピードスケート） 

小原 卓朗（アイスホッケー） 

阿原 典子（陸上競技） 

チーム帯広（カーリング） 

ＴＥＡＭ Ｃonquest（ｲﾝﾗｲﾝﾎｯｹｰ） 

全国中学校体育大会女子 1000ｍ優勝 

国体少年の部優勝 

全国高校総体女子砲丸投げ優勝 

日本ミックスダブルス選手権優勝 

全日本選手権大会（Ａ）優勝 

22 坂田 怜央(水泳) 全国中学校体育大会 男子 100ｍ自由形優勝 

23 
小野 智華子（水泳） 

古川 誠也（アイスホッケー） 

広州 2010アジアパラ競技大会女子 100ｍ背泳ぎ S11優勝 

2011ＩＩＨＦｽｷﾙ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ予選大会 4位 

24 

長谷川 翼（スピードスケート） 

山根 佳子（スピードスケート） 

山田 奨矢（スピードスケート） 

類家 大樹（陸上） 
帯広市立帯広第八中学校アイスホッケー部
（アイスホッケー） 

世界ジュニア選手権 500ｍ2位 

全国高校総体 500ｍ優勝 

全国中体連 500ｍ、1000ｍ優勝 

全国中体連 400ｍ優勝 

全国中体連優勝 

25 

後藤 卓也（スピードスケート） 

山本 悠司（柔道） 

寺井 沙希（陸上） 

高田  衛（スピードスケート） 

北海道帯広南商業高等学校スケート

部女子（スピードスケート） 

全国高校総体 500ｍ優勝 

全国高校総体男子 73kg 級優勝 

全国高校総体女子円盤投げ優勝 

全国中体連 5000ｍ優勝 

全国高校総体女子総合優勝 

26 杉浦 美咲（スピードスケート） 全国中学校体育大会女子 500ｍ優勝 

27 

北海道帯広南商業高等学校スケート

部男子（スピードスケート） 

北海道帯広南商業高等学校スケート

部女子（スピードスケート） 

全国高校総体男子総合優勝 

 

全国高校総体女子総合優勝 

 

28 水谷 司（陸上) 全国高等学校総合体育大会陸上競技大会優勝 

29～30 該当なし  
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スポーツ賞受賞者【成績部門（個人及び団体）】 
 

年度 受賞者（団体）名 備        考 

令元 

時安 清貴（スピードスケート） 

紺谷 涼太（ボウリング） 

北海道帯広三条高等学校 女子 2000ｍ

リレーチーム（スピードスケート） 

全国中学校体育大会 男子 1000ｍ優勝 

全日本中学ボウリング選手権大会 男子優勝 

全国高校総体 女子 2000ｍリレー優勝 

 

2 該当なし  

3 
北海道帯広三条高等学校スケート部 

男子チーム（スピードスケート） 
全国高校総体 男子学校対抗 優勝 
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歴代スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

昭 35 

高田  嘉純 (バドミントン) 

江添  悦子 (バドミントン) 

中村  富光 (バドミントン) 

坂井  俊行 (陸上) 

山本南海男 (馬術) 

河西  恭子 (庭球) 

千葉  雅子 (庭球) 

谷口    忠 (相撲) 

山広  一孝 (剣道) 

板谷  好子 (スピードスケート) 

武田美佐江 (スピードスケート) 

横山久仁子 (スピードスケート) 

青山  明夫 (スピードスケート) 

 

36 

秋山  克彦 (馬術) 

塚本    達 (馬術) 

肥田  隆行 (スピードスケート) 

肥田  精夫 (陸上) 

河野  義博 (スピードスケート) 

江口  善和 (スピードスケート) 

武田美佐江 (スピードスケート) 

国沢  孝志 (剣道) 

杉野  睦夫 (陸上) 

角田  悠子 (陸上) 

浜田  健司 (陸上) 

 

37 

鷲田  和彦 (馬術) 

都築  俊文 (馬術) 

森下  玲子 (馬術) 

安宅  勝之 (バドミントン) 

林      守 (バドミントン) 

杉野  睦夫 (陸上) 

浜      潔 (陸上) 

肥田  隆行 (スピードスケート) 

河野  義博 (スピードスケート) 

野沢  順子 (スピードスケート) 
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スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

38 

肥田  隆行 (スピードスケート) 

野沢  順子 (スピードスケート) 

西本美葉子 (スピードスケート) 

福島  智徳 (バドミントン) 

畠山    弘 (馬術) 

西川  清志 (陸上) 

市川  幹夫 (陸上) 

山本  信介 (陸上) 

石川    収 (柔道) 

加藤  和弘 (スピードスケート)  

若松  礼子 (スピードスケート)  

杉野  宏幸 (スピードスケート) 

林    守一 (バドミントン) 

中村  利博 (馬術) 

角田  悠子 (陸上) 

内海  哲夫 (陸上) 

佐藤  勝三 (陸上) 

 

39 

後藤  親一 (陸上) 

久朗津孝之 (陸上) 

樋口  維夫 (スピードスケート) 

野沢  順子 (スピードスケート) 

石川    収 (柔道) 

田川    誠 (陸上) 

加藤  和弘 (陸上) 

佐藤  隆宏 (スピードスケート) 

西本美葉子 (スピードスケート) 

 

40 

香川  達也 (陸上) 

佐々木国弘 (陸上) 

久朗津孝之 (陸上) 

樋口  維夫 (スピードスケート) 

新津  孝夫 (スピードスケート) 

小山田順子 (バドミントン) 

伊藤満喜子 (バドミントン) 

水谷  幸雄 (体操) 

萩原    茂 (馬術) 

久保田  学 (馬術) 

佐藤千賀子 (陸上) 

 

. 

 



15 

スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

40 

佐藤まゆみ (陸上) 

山下  義明 (陸上) 

前田  睦彦(スピードスケート) 

大竹  憲一 (バドミントン) 

岸上  純夫 (庭球) 

西村  文男 (庭球) 

木下  義信 (アルペンスキー) 

飯島    武 (馬術) 

菅原  昭三 (剣道) 

 

41 

佐々木義盛 (陸上) 

皆川  恵子 (陸上)  

前田  公一 (陸上) 

佐藤まゆみ (陸上) 

中村  徳光 (バドミントン) 

松山  一広 (軟式庭球) 

山本  雄至 (軟式庭球) 

米田真佐子 (軟式庭球) 

佐々木博子 (軟式庭球) 

棚橋  信男 (陸上) 

岡本智恵子 (陸上) 

坂本  克己 (陸上) 

中条  靜子 (スピードスケート) 

多田  秀治 (バドミントン) 

森  由美子（バレーボール） 

清水  素江（バレーボール） 

松田    清（柔道） 

西本  政志（柔道） 

 

42 

畠山  和明 (馬術) 

乾川真知子 (スピードスケート) 

佐藤八重子 (陸上) 

杉本  知子 (陸上) 

中川  隆博 (スピードスケート) 

山下  太郎 (馬術) 

辻岡  正年 (馬術) 

稲戸  恒康 (剣道) 

中条  靜子 (スピードスケート) 

 

 

 



16 

スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

42 

角田  悠子 (陸上) 

坂東    昇 (陸上) 

石川    収 (柔道) 

宇野  則明 (スピードスケート) 

長屋  正美 (クレー射撃) 

福田  博明 (馬術) 

 

43 

高橋  克司 (軟式庭球) 

富原  俊雄 (スピードスケート)  

馬場  憲治 (軟式庭球) 

赤坂  幸一 (軟式庭球) 

大橋  紘明 (卓球) 

西本  義典 (卓球) 

小山田いく子 (バドミントン) 

佐藤八重子 (陸上) 

内山三千男 (陸上) 

福田  博明 (馬術) 

菅原    潔 (軟式庭球) 

辻    正敏 (スピードスケート) 

河合  武洋 (剣道) 

荒木  健二 (卓球) 

加藤  憲士（バドミントン） 

郷      昇（陸上） 

飛田    均（陸上） 

杉山  知子（陸上） 

畠山  和明 (馬術) 

伊藤  寿文（バドミントン） 

宗広  直行（バドミントン） 

 

44 

北本  信子 (陸上) 

吉川  豊正 (陸上) 

熊田  悦道 (スピードスケート) 

富原  俊雄 (スピードスケート) 

木村    弘 (柔道) 

国沢  孝志 (剣道) 

前田  雅夫 (軟式野球) 

野原清世美 (スピードスケート) 

日下  牧子 (スピードスケート) 

福島  一雄（バドミントン） 
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スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

44 

越谷  光男 (柔道) 

山崎    恵 (卓球) 

富樫  宏史 (卓球) 

 

45 

柴田  省吾 (アイスホッケー) 

戸成  勝之 (アイスホッケー)  

近江谷省吾 (スピードスケート) 

菅原  賢一 (スピードスケート) 

中川  隆博 (スピードスケート) 

老月  公輝 (スピードスケート) 

北見  好夫 (スピードスケート) 

花岡    豊（馬術) 

松本  耕二 (柔道) 

小山田好子 (バドミントン) 

吉田  忠治 (体操) 

水戸    剛 (陸上) 

田中  喜一 (陸上) 

後藤  安考 (陸上) 

蛸井  想次 (バドミントン) 

下野    正 (バドミントン) 

三木田照明（馬術） 

福島  隆一 (軟式庭球) 

泊    雅明 (軟式庭球) 

藤森栄津子（スピードスケート） 

北本  信子（スピードスケート） 

安藤    弘（馬術） 

阿閉  信義（柔道） 

大路  春男 (バドミントン) 

水谷  幸雄（体操） 

安藤    建（軟式庭球） 

田川    誠（陸上） 

橋本美枝子（陸上） 

林      葵（陸上） 

 

46 

菅原  賢一 (スピードスケート) 

日下  牧子 (スピードスケート) 

吉田  忠治 (体操) 

田中  喜一 (陸上) 
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スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

46 

寺田  誠毅 (銃剣道) 

山口  英敏 (スピードスケート) 

須田  広美 (スピードスケート) 

天野  和幸（アーチェリー） 

白木  邦彦（陸上） 

三木田照明（馬術） 

加藤  千春 (銃剣道) 

 

47 

菅原真理子 (スピードスケート) 

柴田    守 (アーチェリー)  

三木田照明（馬術） 

前    裕二 (馬術) 

高橋  秀樹 (陸上) 

越谷  光男 (柔道) 

島野  恵子（バドミントン） 

辻  富士美 (水泳) 

山崎  典子（水泳) 

菅原  賢一 (スピードスケート) 

高橋  雅昭（アーチェリー) 

大宮  良文（馬術） 

芦沢  英紀（アルペンスキー） 

木村  直敏 (陸上) 

日山  裕子 (バドミントン) 

兵頭  洋充 (バドミントン) 

岡崎  恭典 (水泳) 

 

48 

高橋  季里 (陸上) 

佐藤    忠（軟式庭球） 

石野  忠男（アーチェリー) 

大橋  紘明（卓球） 

吉田忠三郎（銃剣道） 

渡辺  智徳（水泳） 

石川  美行（馬術） 

松橋  茂人（バドミントン） 

三上  英樹（バドミントン） 

田垣恵美子（バドミントン） 

菅原真理子 (スピードスケート) 

米田  元春（軟式庭球） 

天野  和幸（アーチェリー） 

全道中学  100m                        1 位 

全道選手権壮年の部                     優勝 

全道選抜大会                           優勝 

全日本社会人道予選 一般の部            優勝 

全道選手権高段者の部                   優勝 

全道選手権 背泳 200m                  １位 

北日本中越障害                         優勝 

全道高校総体団体           複準優勝（北優勝） 

全道高校総体団体 単                    ２位 

全道高校総体団体 単                    ３位 

全日本選手権総合 194.167（日本高校新） 

全道親子大会百歳の部                   優勝 

全道選手権                             優勝 
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スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

48 

西本    聡（アーチェリー） 

山崎    恵 (卓球) 

辻  富士美 (水泳) 

柏村  文朗（馬術） 

三井  孝寿（馬術） 

増山    元（バドミントン） 

日山  裕子 (バドミントン) 

梅本  光男（銃剣道） 

全道高校総体                          優勝 

全道硬式選手権                        優勝 

 

 

 

全道高校総体団体          複準優勝（北優勝） 

 

 

49 

辻  富士美 (水泳) 

山田源一郎 (馬術)  

渥美    誠（馬術） 

田村  浩志 (銃剣道) 

坂口  昭彦 (馬術) 

北本  信子 (スピードスケート) 

白木    仁（陸上） 

渡辺  智徳（水泳） 

三上  英樹（バドミントン） 

松岡  義文 (バドミントン) 

高橋  友江（バドミントン) 

島宮  政樹（柔道） 

柏村  文朗（馬術） 

小椋紀志子 (陸上) 

芦沢  英紀 (アルペンスキー) 

藤井  洋一 (馬術) 

塩原  光春 (馬術) 

遠藤双美恵（水泳） 

三井    真（水泳） 

高谷  陽子（バドミントン） 

高橋  季里（陸上） 

 

50 

中村  雅光 (水泳) 

広川  幸児（バドミントン） 

高橋  徳之（バドミントン) 

此川  寛幸（スピードスケート） 

篠尾  幸孝（バドミントン） 

田村  哲也（銃剣道） 

日本ＳＣｴｲｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ大会 50m･100m     ２位  

全道高校総体北ブロック              単１位 

全道高校総体北ブロック              単２位 

全日本選手権 5000ｍ                 第３位 

国体道予選                          単２位 

全日本大会 中学生の部                 優勝 
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スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

51 

山田  明博 (陸上) 

保前  明子 (陸上) 

土田  悦徳 (陸上) 

百合野安夫 (陸上) 

加藤  令子 (バドミントン) 

赤井  玲子 (バドミントン) 

後藤    誠 (バドミントン) 

堀    信治 (バドミントン) 

千葉  昌浩 (バドミントン) 

竹田  義隆 (バドミントン) 

斉藤  保則 (馬術) 

大下    毅 (馬術) 

永田  信一 (馬術) 

橋本  正則 (馬術) 

山田  一稔 (馬術) 

全道高校陸上 円盤投げ・槍投げ       第１位    

全道高校陸上 槍投げ                 第１位 

全道青年大会 走り高飛び             第１位 

国体道予選 5000ｍ                   第 1位 

国体道予選 女子複                     優勝 

国体道予選 女子複                     優勝 

国体道予選 男子複                     優勝 

国体道予選 男子複                     優勝 

国体道予選 男子単                     優勝 

全道中学   男子複                     優勝 

北日本馬術大会                      第 1位 

北日本馬術大会 賞典馬場             第１位 

北日本馬術大会 中越障害             第 1位 

国体道予選 少年の部障害             第 2位 

国体道予選 少年の部障害             第 1位 

52 

内山  正志 (アーチェリー) 

高田  昌浩 (弓道)  

風間  幹生 (馬術) 

竹内  一矢 (馬術) 

渡辺  孝義 (馬術) 

佐久間博之（陸上） 

青木  孝悦（陸上） 

川岸    仁（陸上） 

久保田忠志（陸上） 

田中ルリ子（陸上） 

春季全道高校大会                      優勝 

全道練教士大会                        優勝     

北日本学生  賞典                      優勝 

日本馬術連盟大会 中･大障害            優勝 

日本馬術連盟大会                    準優勝 

国体道予選   110mハードル            優勝   

国体道予選  5000m                    優勝 

国体道予選  走り幅跳び                優勝    

国体道予選  走り高跳び                優勝 

全道選手権  1500m                  準優勝 

53 

西本  浩二（陸上） 

山    忠弘（陸上） 

吉沢  恒男（陸上） 

黒田  智美（陸上） 

岩崎  正裕（陸上） 

栗野  英作（相撲） 

宮高  敏祝（馬術） 

在所加代子（体操） 

高崎  厚生（バドミントン） 

涌井  賢一（バドミントン） 

平    智聡（スピードスケート） 

中田  康子（スピードスケート） 

全道中学 800m                        優勝 

全道中学 棒高跳び                   準優勝 

国体道予選成年男子ハンマー投げ        優勝 

全道ジュニア陸上 1500m               優勝 

国体道予選少年男子砲丸投げ            優勝 

全道高校総体                          優勝 

国体道予選                            優勝 

全道トランポリン選手権一般女子の部    優勝 

国体道予選男子複                      優勝 

国体道予選男子複                      優勝 

全道中学 女子  500m                準優勝  

全道中学 女子 3000m                  優勝 
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スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

53 

菅浪  良弘 (馬術) 

藤原真一郎 (馬術) 

国島    博 (馬術) 

大西  一治 (軟式庭球) 

高橋  克司 (軟式庭球) 

福島  達也 (軟式庭球) 

照井  徳彦 (軟式庭球) 

川原崎秀雄 (柔道) 

道自馬コンビネーション                    優勝    

北日本学生大会  総合の部                  優勝 

国体道予選 成年総合の部                   優勝 

全道選手権 成年の部                       優勝 

全道選手権 成年の部                       優勝 

全道高校選手権              優勝 

全道高校選手権                            優勝 

                                        第 3位 

54 

小宮  則夫 (クレー射撃) 

上野  昭子 (水泳)  

藤本三津子 (バドミントン) 

郡谷  政典 (相撲) 

佐藤  敬明 (馬術) 

竹部  範文（バドミントン） 

佐藤    誠（アーチェリー） 

青山  登美（陸上） 

所  加代子（陸上） 

三校    明（馬術） 

常通    博（バドミントン） 

全道選手権  スキート級                    優勝 

全道ジュニアオリンピック平泳ぎ 100m      優勝     

全道高校兼国体道予選                      優勝 

国体道予選                              準優勝 

道体成年総合馬術                          優勝 

全国高校選抜道予選  複                    優勝   

全道高校選手権                            優勝 

全日本選手権道予選                        優勝    

全道中学  女子 100m                      優勝 

道体成年障害飛越                          優勝 

全国高校選抜道予選  単                    優勝 

55 

松下  純世（陸上） 

岸    京子（陸上） 

木下  真弓（剣道） 

三浦  俊幸（馬術） 

奥沢  昭芳（アーチェリー） 

小西  正人（空手道） 

伊谷  三佳（卓球） 

竹中  明美（バドミントン） 

志村  香織（バドミントン） 

高田  直康（バドミントン） 

武笠  昭男（馬術） 

洞    伸也（アーチェリー） 

全道中学 1年年女子 100m                  優勝 

全日本通信陸上走り幅跳び                  優勝 

全日本女子選手権 道予選                   優勝 

国体道予選総合馬術                        優勝 

国体道予選                                優勝 

全道学生空手道選手権 自由形               優勝 

全道中学女子シングルス                    優勝 

全道高校選手権女子 複                     優勝 

全道高校選手権女子 複                     優勝 

全道中学個人戦                            優勝 

北日本学生馬術障害飛越                    優勝  

国体道予選成年男子                        優勝 
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スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

56 

佐藤  睦浩 (スピードスケート) 

小野関千絵 (スピードスケート) 

中村ふみえ (スピードスケート) 

佐々木  昇 (アーチェリー) 

渡辺  裕子 (トランポリン体操) 

中村  応引 (陸上) 

駒井  輝一 (バドミントン) 

池田  鉄也 (バドミントン) 

工藤  康貴 (バドミントン) 

及川  和哉 (バドミントン) 

斉藤  道也（空手道） 

山口    修 (クレー射撃) 

塚本    俶（軟式庭球） 

全道中学男子 5000m                   優勝 

全道中学女子 1500m                   優勝  

国体道予選    500m                   優勝 

国体道予選 成年Ｂ                     優勝 

東日本競技大会 Ｃ級                   優勝 

全道中学棒高跳び                      優勝 

全道高校選手権ダブルス                優勝 

全道高校選手権ダブルス                優勝 

道体（春季）高校ダブルス              優勝 

道体（春季）高校ダブルス              優勝 

全道学生空手道新人戦                  優勝 

国体道予選スキート級                  優勝   

全道選手権壮年 1部ダブルス            優勝 

57 

新保    哲 (スピードスケート) 

原    啓二 (馬術)  

新井  敏孝 (馬術) 

坂東  義和 (馬術) 

中島  秀典 (スピードスケート) 

斉藤  恒一（アーチェリー） 

東藤美由起（スピードスケート） 

安田  俊雄（クレー射撃） 

赤川  祐子（バドミントン） 

山田  敏宏（バドミントン） 

原井  信幸（バドミントン） 

横井    力（陸上） 

川岸    司（陸上） 

佐藤  桂子（陸上） 

佐竹美喜子（水泳） 

中村  卓也（スピードスケート） 

全道高校選手権兼国体道予選 500m      優勝 

国体道予選 成年障害飛越               優勝  

北日本学生大会 総合                   優勝 

北日本学生大会 総合                   優勝 

全国中学男子 500m                    ２位 

全道春季高校大会                      優勝   

全道中学   1500m                     優勝 

全道選手権大会                        優勝    

国体道予選 高校女子 単                優勝 

全道高校総体 男子 複                  優勝               

全道高校総体 男子 複                  優勝       

全道高校陸上ハンマー投げ              優勝 

全道加盟団体陸上走り幅跳び            優勝 

全道高校陸上円盤投げ                  優勝 

全道高校 100m 自由型                 優勝 

全国中学 3000m                       優勝 

58 

安藤  康晴（馬術） 

柴田  辰夫（陸上） 

佐藤  義昭（アーチェリー） 

松平  利則（アーチェリー） 

五十嵐元次（アーチェリー） 

岸田    章（陸上） 

大山  尚美（陸上） 

川久保  満（馬術） 

国体道予選総合馬術                    優勝 

国際スペシャルオリンピック 1マイル    1位 

全道大会                              優勝 

春季高校大会                          優勝 

秋季高校大会                          優勝 

国体道予選走り高跳び                  優勝 

全道中学砲丸投げ                      優勝 

全道大会Ｌクラス障害飛越              優勝 
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スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

58 

神山  和仁 (トランポリン) 

谷口  麻里 (硬式庭球) 

中原  友子 (硬式庭球) 

山田理恵子 (スピードスケート) 

後藤  律子 (弓道) 

田中  亮宏 (空手道) 

小笹  春善 (パワーリフティング) 

東日本大会Ｃクラス個人総合           ３位 

全道ママさん大会                     優勝  

全道ママさん大会                     優勝 

全国中学   1000m                  準優勝 

全道大会 一般女子の部                優勝 

全道高校男子防具付き組手の部         優勝 

全道パワー大会 82.5㎏級              優勝 

59 

河上    稔 (硬式庭球) 

坂口  政澄 (陸上)  

佐々木裕美 (バドミントン) 

赤川  恭子 (バドミントン) 

立野  智洋 (剣道) 

全道選手権壮年２部                優勝      

全道高校 １１０ハードル              １位  

国体道予選高校女子ダブルス           優勝 

全道高校女子シングルス               優勝 

全国中学個人戦                       優勝 

60 

谷地館  渉（バドミントン） 

桑原  朋宏（バドミントン） 

伊藤夕美子（バドミントン） 

植松  千加（バドミントン） 

原  奈津美（陸上） 

牧野まゆみ（陸上） 

遠藤  俊春（柔道） 

久富  顕子（水泳） 

奥野  里香 (スピードスケート) 

麻生  節子（馬術） 

明日美  剛 (スピードスケート) 

国体道予選少年男子ダブルス           優勝 

国体道予選少年男子ダブルス           優勝 

全道選手権高校女子ダブルス           優勝                     

全道選手権高校女子ダブルス           優勝       

全道高校  400m                      優勝 

国体道予選少年女子 100m             優勝 

国体道予選少年男子 55 ㎏級           優勝 

全道中学  100m                      優勝 

全国中学女子 500m                   ２位 

全道馬術兼国体道予選Ｌ級             優勝 

全国中学男子  1500m                 優勝 

61 

小森    勝（陸上） 

川久保洋治（馬術） 

清水  一広（馬術） 

後藤  路子（馬術） 

目黒  百子（馬術） 

山下    博（陸上） 

全道高校総体  400m  800m           １位 

国体道予選成年総合馬術               優勝 

国体道予選成年飛越                   優勝 

北日本学生馬術Ｍ級障害飛越           優勝  

北日本学生馬術賞典馬場               優勝 

国体道予選ハンマー投げ               ２位 

62 

神山奈美子（陸上） 

菅原由佳子（陸上） 

原田  徹也（陸上） 

鷺田  潤弥（馬術） 

小宮山誠一（馬術） 

西岡  浩子（馬術） 

鈴木    徳（馬術） 

全道高校  ７種競技                   優勝 

全道加盟団体陸上 200m               優勝 

全道中学  走り高跳び                 ２位 

北日本学生総合馬術                   優勝 

北日本学生第３級馬場馬術             優勝 

国体道予選Ｌ級                       優勝 

北日本学生新人戦                     優勝 
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スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

62 

安田    歩 (馬術) 

小松  洋一 (馬術) 

佐藤  健二 (馬術) 

畑中  美佳 (スピードスケート) 

清水  秀昭 (スピードスケート) 

千丸  真弘 (銃剣道) 

高木  裕一 (弓道) 

国体道予選少年障害飛越                優勝 

全道自馬馬術 L級２部                  優勝  

国体道予選 L級                        優勝 

全道中学女子   500m                   優勝 

全国中学男子 1500m                    ２位 

全道銃剣道選手権高校生の部            優勝 

全道高校男子個人                      優勝 

63 

伊藤  由香 (スピードスケート) 

稗田  道也 (トランポリン)  

増元あけみ (馬術) 

築山  勝治 (馬術) 

笹村  直幸 (柔道) 

砂田はるみ（水泳） 

江刺家由子（剣道） 

横山    巧（銃剣道） 

玉村  美保（アルペンスキー） 

藤本  祐司 (スピードスケート) 

小倉  伸夫 (馬術) 

全道中学 1500m                           優勝       

全道高校トランポリン                  優勝     

国体道予選Ｌ級障害飛越                優勝 

日本馬術連盟大会                      優勝 

全道中学重量級                        優勝 

全道中学女子平泳ぎ 100m               ２位 

全道段別選手権五段の部                優勝 

全日本少年大会中１の部                優勝 

国体大回転成年女子２部                優勝 

国体少年男子  500m                    ２位 

北日本学生馬術Ｍ級Ｃ障害飛越          優勝 

平元 

稲毛  利宏（剣道） 

清水  宏保（スピードスケート） 

高橋  憲治（陸上） 

松下  博典（弓道） 

荒木  路也（馬術） 

牟田  元子（馬術） 

今村  英俊（馬術） 

山川  宏子（馬術） 

大町  哲也 (馬術) 

武笠  知子（馬術） 

原田  浩充 (銃剣道) 

広瀬  成幸（バウンドテニス） 

中村  利子（バウンドテニス） 

尾崎  美希（水泳） 

全道中学剣道                          優勝 

全道中学 500m                         ２位 

全道中学棒高跳び                      ２位                     

全道学生弓道覇戦大会                  優勝               

北日本学生新人新馬競技                優勝 

北日本学生Ｍ級Ｃ競技                  優勝 

北日本学生総合                        優勝 

北日本学生賞典馬場                  優勝 

国体道予選標準障害飛越                優勝 

北日本学生馬場馬術障害飛越            優勝 

全日本少年武道大会練成中１            優勝 

全道大会一般男子の部                  優勝 

全道大会女子ダブルス                  優勝 

国体道予選自由型  500m                優勝 
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スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

2 

早乙女明子（アーチェリー） 

中野  邦之（ボクシング） 

表    博紀（陸上） 

山口  秀人（スピードスケート） 

後藤  敏光（ボクシング） 

三野宮  環（スピードスケート） 

道新杯全道成年女子シングルス          優勝 

全道高校新人戦ライト級                優勝 

全道高校 400m ハードル                優勝 

全道中学 3000m                        優勝 

国体道予選少年の部フライ級            優勝 

全国高校総体女子 3000m                ２位 

3 

植木  和彦 (アーチェリー) 

晴山  明美 (スピードスケート)  

宮本  信雄 (スピードスケート) 

青田しのぶ (柔道) 

村上  裕二 (軟式庭球) 

船津  民郎（水泳） 

永田  寿代（アーチェリー） 

但田  笑子（陸上） 

高橋  浩史（軟式庭球） 

川田  浩文 (軟式庭球) 

身障者スポーツ大会                      優勝 

全国中学 女子 3000m                   ３位     

全国中学 男子 1000m                   優勝 

全道中学個人戦                      準優勝 

全道中学個人戦                      準優勝                 

国体道予選成年２部 50m 自由形          １位 

国体道予選少年の部                    優勝 

全道中学走り幅跳び                    ２位 

全道中学インドア研修大会個人の部    準優勝            

全道中学インドア研修大会個人の部    準優勝 

4 

朝川  一孝（銃剣道） 

児玉  祥洋（陸上） 

晴山  明美（陸上） 

仙道  浩子（バトントワリング） 

市川  仁子（馬術） 

高橋  幸一（馬術） 

片平  憲秀（ボクシング） 

長岡  倫史（陸上） 

奥山  花恵（陸上） 

竹内  泰輔 (スピードスケート) 

妹尾栄理子（スピードスケート） 

長岡  淳一 (スピードスケート) 

梶川  大祐（剣道） 

若生  大輔（剣道） 

前浜  美香（水泳） 

頃末  憲治（馬術） 

全国高校優勝大会                    準優勝 

国体道予選男子 100m                   優勝 

全道加盟団体陸上女子 800m             優勝        

全日本道予選高校ツウバトン            優勝                        

国体道予選馬場馬術少年の部            優勝 

国体道予選スピードアンドハンドネス    優勝 

全道高校ライトフライ級                優勝 

全道中学棒高跳び                      優勝 

全道中学女子共通三種競技Ａ            優勝   

全道中学男子 1000m                    優勝 

全道中学女子 3000m                    優勝 

全道中学男子 5000m                    優勝 

全道中学個人戦                        優勝 

全道中学個人戦                      準優勝 

全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ道予選女子背泳 50m    優勝      

国体道予選成年ダービー                優勝 

 

 

 

 



26 

スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

5 

三浦  秀敏（ボクシング） 

小畑  尚久（銃剣道） 

森    順一（弓道） 

稗田  聖子（トランポリン） 

瀬口  泰成（陸上） 

八木  貴弘（水泳） 

佐藤  千秋（水泳） 

工藤さやか（水泳） 

菅    裕美 (スピードスケート) 

全道ｱﾏﾁｭｱ総合選手権ﾗｲﾄｳｴﾙﾀｰ級        優勝 

全道選手権個人一般五段以下の部       優勝 

国体道予選                           1位 

全道ジュニア選手権高校女子           優勝 

国体選手選考男子 400m                優勝 

全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ道予選男子自由形 50m １位 

全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ道予選女子平泳 200m  ２位 

全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ道予選女子自由形 200m１位 

全道中学女子 1000m                   ２位 

6 

片平  憲秀 (ボクシング) 

坂井  静香 (フィギュアスケート)  

佐野  仁史 (アーチェリー) 

清水  智明 (アーチェリー) 

山崎  恵介 (卓球) 

小路谷美紀（バトントワリング） 

井上  貴代（バトントワリング） 

山口  利沙（バトントワリング） 

早川  節子（軟式庭球） 

河野  聖子 (軟式庭球) 

三浦  綾子（テニス） 

長谷川  希（テニス） 

清水  知美 (スピードスケート) 

山本  絵美 (スピードスケート) 

桑原    叶（弓道） 

鈴木  厚子（剣道） 

梶原  敬太（馬術） 

全道高校総体フライ級                  優勝          

全道高校総体                         優勝     

全道高校総体                         優勝 

国体道予選少年男子                   優勝 

全道硬式選手権カデットの部           優勝                 

全日本道予選中学校トクバントの部     優勝 

全日本道予選高校ペアの部             優勝                              

全日本道予選高校ペアの部             優勝 

全道選手権壮年女子 1 部                優勝      

全道選手権壮年女子 1 部                優勝 

全道学生トーナメントダブルス         優勝 

全道学生トーナメントダブルス         優勝 

全道中学女子 500m                  準優勝 

全道中学女子 3000m                  ３位 

全道練教士選手権                     優勝 

全道女子段別選手権三段の部           優勝 

国体道予選成年総合馬術               優勝 

7 

木元  光子（硬式庭球） 

柳谷  要子（硬式庭球） 

大河原麻子（陸上） 

原田  純一（レスリング） 

遠藤  倫哉（スピードスケート） 

長田  真光（水泳） 

成田真梨子（水泳） 

横山はる香（剣道） 

酒井美加子（バトントワリング） 

宮後  享子（弓道） 

根本由紀子（弓道） 

国体成年女子 35歳以上ダブルス        優勝 

国体成年女子 35歳以上ダブルス        優勝 

道高校新人大会槍投げ                 優勝 

全道高校総体 54 ㎏級            優勝                            

全道中学 1000m                       優勝 

全道中学  男子自由形 50m             優勝 

全道中学  女子バタフライ 100m        ２位          

全道中学  女子個人戦                 ２位 

全日本道予選 中学校ペア部門          優勝 

道選手権  一般女子の部               優勝 

道選手権  一般女子の部             準優勝 
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スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

7 

高橋  和美（弓道） 

玉田  陽子（アイスホッケー） 

杉山みちる（剣道） 

片山  丈浩（スピードスケート） 

池田  健太（ボクシング） 

全道少年少女大会  女子の部            優勝 

国際ﾊﾟｼﾌｨｯｸ大会日本代表に選抜 

全日本道予選女子五段の部              優勝 

全道中学 男子 1500m                   優勝 

全道高校総体 モスキート級             優勝 

8 

湯浅  信博 (スピードスケート) 

幅田  洋司 (スピードスケート)  

伊豆倉信子 (ソフトテニス) 

ダイクスデニス (弓道) 

山崎  早恵 (卓球) 

尾関  恵美（卓球） 

小原  悠里（スピードスケート） 

木田  真有（陸上） 

渋谷  卓志（銃剣道） 

藤原  光暁 (陸上) 

松島  匡人（陸上） 

寺本健太郎（カヌー） 

菊地由美子（カヌー） 

全国高校総体   500m                  第２位           

全国高校総体  1500m                 第３位                     

北海道選手権壮年 2部                  優勝 

全道少年少女大会 男子の部             優勝 

全道硬式選手権カデット                優勝                 

全道硬式選手権カデットダブルス      準優勝 

全国中学 女子3000m                    優勝                              

全国中学共通女子 200m                 優勝 

全日本少年武道大会中学 1年の部      準優勝 

全道高校陸上棒高跳び                   優勝 

国体道予選少年男子棒高跳び            優勝 

国体道予選ｽﾗﾛｰﾑ成年男子                優勝           

国体道予選ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ成年女子          優勝 

9 

國田    卓（アーチェリー） 

飯田  新二（陸上） 

熊瀬  亮太（馬術） 

吉田    勇（トライアスロン） 

青木  宏之（陸上） 

大宅  弘将（弓道） 

渡邊ゆかり（スピードスケート） 

清水    誠（スピードスケート） 

小林  正暢（スピードスケート） 

川村  久洋（スピードスケート） 

小湊  勇樹（スピードスケート） 

福原    裕（アーチェリー） 

国体道予選少年男子                    優勝 

全道大学体育三段跳び                  優勝 

国体道予選少年                        ２位 

日本海ｵﾛﾛﾝﾗｲﾝﾄﾗｲｱｽﾛﾝ                  ２位                             

全道高校陸上男子 100m                 ２位 

全道高校 男子個人                     優勝 

全国中学女子 500m                     優勝 

全道中学男子 1000m                    ２位 

全国高校男子 1000m                    ３位 

全道高校男子 1000m                    優勝 

全道高校男子 5000m                    優勝 

全道高校男子                          優勝 
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スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

10 

西山  修一（陸上） 

北原  義秋（ソフトテニス） 

武田  光史（卓球） 

福田  智子（剣道） 

梅津  幸大（銃剣道） 

飯島    一（銃剣道） 

伊藤  靖恵 (スピードスケート) 

林    健太（ソフトテニス） 

堀      剛（ソフトテニス） 

平松真友子（馬術） 

山内  大輔（馬術） 

中村  正成（陸上） 

蝦名  秀太（フィギュアスケート） 

有田    緑（フィギュアスケート） 

増田  祥子（カヌー） 

竹村  直美（カヌー） 

国体道予選成年男子砲丸投げ          優勝 

全道選手権ｼﾆｱ 2部男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ         優勝 

全道社会保険大会一般男子            優勝 

全道家庭婦人選手権 40歳以上個人        優勝 

全道青少年選手権中学男子            優勝 

全道青少年選手権中学男子          準優勝 

全国中学女子 500m･1000m             ２位 

全道中学男子個人ペア                優勝 

全道中学男子個人ペア                優勝 

国体道予選成年女子標準障害飛越      優勝 

国体道予選少年馬場馬術              優勝 

全道地区大学体育大会男子 5000m        優勝 

全道中学男子Ａクラス                優勝 

全道中学女子Ａクラス                優勝 

全道選手権女子Ｋ－１競技艇外        １位 

国体道予選女子Ｋ－１競技艇外        １位 

11 

松下 卓見（弓道） 

杉山 展一（テニス） 

尾崎 光時（テニス） 

石井 亜樹（フィギュアスケート） 

清水 哲也（スピードスケート） 

古川 佳那（テニス） 

金森 里江 (陸上) 

山本 大樹（陸上） 

加藤 敦子（陸上） 

馬渕奈央人（馬術） 

宮澤 寿光（馬術） 

日下 勝博（アーチェリー） 

米良美成子（スピードスケート） 

梶山 勝平（剣道） 

福永 静雅（フィギュアスケート） 

石野枝里子（スピードスケート） 

石川 文子（馬術） 

城  憲司（馬術） 

道端 伸行（ソフトテニス） 

松原 良太（ソフトテニス） 

全道弓道錬教士選手権 錬士の部   優勝 

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾄｰﾅﾒﾝﾄ北海道大会Ａ級ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 優勝 

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾄｰﾅﾒﾝﾄ北海道大会Ａ級ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 優勝 

全道中学女子 Aクラス            優勝 

全道中学男子 3000ｍ              ２位 

全道ｼﾞｭﾆｱ選手権 16 歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ  準優勝 

全道中学走り幅跳び            準優勝 

全道高校砲丸投げ                  優勝 

国体少年 B４００ｍ                 優勝 

国体道予選少年標準障害飛越        優勝 

国体道予選少年貸与馬障害飛越    優勝 

全道高校個人の部             優勝 

全道中学女子 3000m                 優勝 

全道少年剣道錬成大会中学生の部   優勝 

全道中学女子 Aクラス          準優勝 

全道中学女子 1500m          優勝 

北日本学生馬術 M級 C障害飛越    優勝 

北日本学生馬術学生賞典総合馬術競技 優勝 

ﾊｲｽｸｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ北北海道予選会   優勝 

ﾊｲｽｸｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ北北海道予選会   優勝 
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スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

12 

村澤由紀子（銃剣道） 

田尻 竜三（銃剣道） 

大井  裕（銃剣道） 

高橋 克史（銃剣道） 

熊谷 悠希（剣道） 

山中  格（ソフトテニス） 

草森 浩輔（ソフトテニス） 

森下 義和（アーチェリー） 

宮本美由紀（陸上） 

田中  素（陸上） 

小原 唯志（スピードスケート） 

西  知美（スピードスケート） 

辻  麻希（スピードスケート） 

小田嶋 隼（フィギュアスケート） 

柄澤身衣子（バトントワリング） 

大橋 有梨（バトントワリング） 

全日本青少年銃剣道大会 

全道銃剣道選手権個人 3段以下 

全日本少年武道錬成大会個人 

全日本少年武道錬成大会団体 

全道中学校剣道大会個人男子 

ﾊｲｽｸｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ北北海道予選 

    〃 

全道高校ｱｰﾁｪﾘｰ競技大会個人男子 

国体北海道予選少年女子 B800m 

全道中学校新人陸上競技大会 800m 

国体少年男子 500m 

全国中学校女子 500m（全国新） 

全国中学校女子 500m、1,500m 

全道中学男子 Aグループ 

全日本ﾊﾞﾄﾝ北海道予選ﾄｩｰﾊﾞﾄﾝの部 

全日本ﾊﾞﾄﾝ北海道予選ﾍﾟｱ-の部 

３位 

優勝 

３位 

準優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

準優勝 

準優勝 

３位 

準優勝 

準優勝 

優勝 

準優勝 

13 

桧野真奈美（ボブスレー） 

釣田さりま（馬術） 

佐々木嗣治（レスリング） 

藤島  剛（レスリング） 

清田 広大（ボクシング） 

三上 真秀（バドミントン） 

大菅 淳子（スピードスケート） 

河田 智子（スピードスケート） 

安宅 千佳（スピードスケート） 

小松 亮太（スピードスケート） 

杉山 真吾（スピードスケート） 

松本 芳樹（スピードスケート） 

石井  崇（ソフトテニス） 

合歓垣 翼（ソフトテニス） 

吉田 真美（卓球） 

遠藤 純子（バトントワリング） 

桜田 広祐（銃剣道） 

全日本選手権 

北日本学生馬術大会    

国体北海道予選６５kg級 

国体北海道予選少年６３kg級 

国体北海道予選ウェルター級 

全国高校選抜大会 男子個人 

国体少年女子リレー北海道代表 

 〃 

全国中学大会 女子 1000m 

全国中学大会 男子 500m 

北海道中学競技会 男子 1000m 

全国高校総体 男子 1000m 

北海道中学校大会 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 

 〃 

北海道硬式卓球選手権ｶﾃﾞｯﾄの部 

全日本選手権北海道大会 ｿﾛｽﾄﾗｯﾄ 

北海道銃剣道選手権 短剣道の部 

準優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

３位 

準優勝 

 〃 

３位 

３位 

準優勝 

３位 

準優勝 

 〃 

優勝 

準優勝 

優勝 
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スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

14 

今本 有紀（陸上） 

佐藤 昌之（陸上） 

谷中 啓祐（陸上） 

鈴木 俊広（陸上） 

松浦  光（陸上） 

下田 知実（乗馬） 

畠山 朋弘（乗馬） 

柴田  卓（乗馬） 

三谷 諭史（ボクシング） 

小関  信（弓道） 

小関一義・良子（ソフトテニス） 

福原 慎一（スピードスケート） 

松田 有幾（スピードスケート） 

今泉 絢翔（相撲） 

竹山 博貴（柔道） 

澤山  恵（バトントワリング） 

西條 華奈（バトントワリング） 

国体北海道予選女子ハンマー投げ

北海道学生陸上男子ハンマー投げ

全道中学男子 200ｍ 

全道中学新人男子 100ｍ 

全道中学男子 1500ｍ 

国体北海道予選成年女子障害飛越 

国体北海道予選成年男子障害飛越 

北日本学生馬術大会 

全道高校バンタム級北北海道 

北海道弓道錬教士選手権錬士の部

北海道夫婦ソフトテニス大会 

全道中学男子 500ｍ、1000ｍ 

全道中学女子 500m 

全道中学個人戦 

全道中学男子 90㎏ 

全日本ﾊﾞﾄﾝ北海道予選ﾂｰﾊﾞﾄﾝの部 

全日本ﾊﾞﾄﾝ北海道予選ｿﾛﾄﾜｰﾙの部 

優勝 

優勝 

準優勝 

優勝 

準優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

２位 

２位 

２位 

２位 

２位 

２位 

15 

飯山 泰行（スケート） 

後藤 丈晴（スケート） 

広瀬 秋典（乗馬） 

越智 大輔（陸上） 

長濱 聡志（陸上） 

萬亀山健治（陸上） 

阿部友佳里（陸上） 

山口 伸也（陸上） 

鎌田  卓（ボクシング） 

高木 美枝（弓道） 

十川 和也（バドミントン） 

中村 隆志（バドミントン） 

入江 優喜（バドミントン) 

全国高校総体男子 1500ｍ        

全国中学男子   500ｍ 

国体道予選ｽﾋﾟｰﾄﾞ&ﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ競技 

日本ｼﾞｭﾆｱ陸上選手権男子円盤投げ 

北海道高校陸上男子ﾊﾝﾏｰ投げ 

北海道高校陸上男子円盤投げ 

北海道高校陸上女子砲丸投げ 

全道中学陸上男子 800ｍ 

国体北海道予選少年 1部ｳｪﾙﾀｰ級 

北海道弓道選手権高校女子の部 

北海道高校ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ北北海道 

全日本ｼﾞｭﾆｱ北海道予選 

全日本ｼﾞｭﾆｱ北海道予選 

準優勝

優勝 

優勝 

２位 

優勝 

準優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

準優勝 
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スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

16 

舟橋 佑美(スピードスケート) 

羽賀 亮平(スピードスケート) 

長内 慎太郎(スピードスケート) 

富岡 幸弘(スピードスケート) 

上田 志樹(スピードスケート) 

佐藤 あずさ(陸上) 

本間 勝人(陸上) 

宗宮  光(陸上) 

藤島  健(レスリング) 

道見 和也(ボクシング) 

笠井 一樹(ボクシング) 

西本 幸宏(卓球) 

清水 知佳(陸上) 

髙木 真奈美(陸上) 

太田 奈保美(弓道) 

全国中学女子 1500m  

全国中学男子 500m  

北海道中学男子 1000m  

国体少年男子リレー  

国体少年男子リレー  

国体道選考会少年Ｂ女子砲丸投げ 

国体道選考会少年Ｂ男子砲丸投げ 

国体道選考会少年Ａ5000m競歩 

道高校選手権 60ｋｇ級 

道高校選手権北フライ級 

道高校選手権北ライト級 

道社会人ﾏｽﾀｰｽﾞの部男子ﾌｫｰﾃｨ 

道地区大学体育女子 800m 

道地区大学体育女子やり投げ 

道弓道選手権女子個人 

優勝 

優勝 

２位 

２位 

２位 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

１位 

１位 

優勝 

17 

三谷 佳祐(相撲) 

坂田 大貴(水泳) 

谷  克樹(相撲) 

中田 修平(アーチェリー) 

高橋 沙世(バトミントン) 

菅野  翼（陸上） 

岡本 翔子(馬術) 

川崎 みなみ(スピードスケート) 

高橋 春菜(スピードスケート) 

全道中学選手権個人 

全道中学男子平泳ぎ 100m、200ｍ 

全道中学相撲大会個人 

道高校選手権男子個人 

道高校選手権女子ダブルス 

道高校選手権男子円盤投 

国体道予選ｽﾋﾟｰﾄﾞ&ﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ競技 

国体女子 3000ｍ 

国体女子 2000ｍリレー 

優勝 

１位 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

準優勝 

準優勝 

18 
宮浦 泰史(スピードスケート) 

伊藤 類圭(陸上)  

全国中学校大会 3000ｍ、5000ｍ 

北海道中学校陸上大会男子 100m 

準優勝 

優勝 
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スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

19 

上村 恵梨奈（トランポリン) 

高橋 菜那（スピードスケート)  

小久保 波（空手） 

坂井 洸太（スピードスケート) 

蓑田 翔（スピードスケート) 

新田 昌樹（スピードスケート) 

渡辺 聖人（陸上) 

村川 香蓮（柔道） 

半田 佑介（馬術） 

小師 史也（馬術） 

谷川 和樹（陸上) 

桑井 亜乃（陸上)  

北海道ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ選手権大会女子Ａ 

全国中学校大会女子 500ｍ 

北海道学生空手道大会女子組手 

北海道高校大会男子 5000ｍ  

全国高校総体男子 5000m 

全国高校総体男子 1500m 

道高校選手権男子八種目競技 

北海道中学校大会女子 57ｋｇ級 

国体道予選飛越競技中障害Ｃ 

国体道予選ｽﾋﾟｰﾄﾞ&ﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ競技 

道高校選手権男子ハンマー投げ 

道高校選手権女子円盤投げ 

優勝 

２位 

優勝 

優勝 

２位 

２位 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

20 

神田 彩子（馬術） 

林 浩平（柔道） 

佐々木 裕剛（スピードスケート） 

池田 大輝（スピードスケート） 

国体成年女子標準中障害Ｃ 

全道中学校男子 55kg 級 

全道高校選手権 2000m ﾘﾚｰ 

全道高校選手権 2000m ﾘﾚｰ 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

21 
斉藤 諒一（弓道） 

坂田 怜央（水泳） 

全道北地区中学校大会個人の部 

全道中学校男子 50ｍ自由形 

優勝 

優勝 

22 

松原 孝臣（アーチェリー） 

有富 幸治（円盤投げ） 

鈴木 康浩（馬術） 

関口 美那（馬術） 

田淵 浩基（スピードスケート） 

長谷川 翼（スピードスケート） 

久田智世那（卓球） 

近藤 克哉（水泳） 

会長杯全道アーチェリー大会 

道陸上競技選手権大会円盤投げ 

北日本学生馬術大会障害飛越競技 

北日本学生馬術大会総合馬術競技 

全日本ジュニアスプリント総合 

全国高校スケート選手権 500ｍ 

北海道卓球選手権シングルス 

北海道中学校水泳大会 100ｍバタフライ 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

準優勝 

準優勝 

優勝 

優勝 

23 

犬伏 志歩（陸上） 

宇田 佳純（トランポリン） 

岸本 桃佳（弓道） 

山下 善己（陸上） 

道高等学校陸上選手権大会砲丸投 

道ジュニアトランポリン選手権 

道北地区中学生弓道大会 

道高等学校陸上選手件大会砲丸投 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 
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スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

24 

中村 美月（弓道） 

今 涼音（水泳） 

立花 あゆみ（陸上） 

寺井 沙希（陸上） 

山本 悠司（柔道） 

小坂 龍（スピードスケート） 

荻野 達哉（スピードスケート） 

清野 達仁（体操） 

武田 昂大（弓道） 

吉川 萌（水泳） 

国体北海道予選成年女子 

道高等学校高校選手権 400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 

道高等学校選手権砲丸投げ 

道高等学校選手権円盤投げ 

全国高校総体 73kg級 

全国高校総体 1500ｍ 

全日本ｼﾞｭﾆｱ選手権男子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ総合 

北海道中学校跳馬 

道北地区中学校弓道大会 

北海道中学校 100ｍ自由形 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

２位 

２位 

２位 

優勝 

優勝 

優勝 

25 

武田 美里（陸上) 

山下 健介（柔道)  

酒井 健吾（陸上） 

佐藤 恒輝（アーチェリー) 

岡村 洋輝（バドミントン) 

山根 鉄平（柔道) 

臼井 文音（陸上) 

道高等学校選手権 400ｍ 

道高校総体、国体道予選 100kg級 

道高校総体 800ｍ、1500ｍ 

道高校総体 

北海道中学校シングルス 

北海道中学校 81kg級 

北海道中学校 100ｍ、200ｍ 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

26 
櫻井 茜（剣道） 

清野 博大（体操） 

全道中学校剣道大会個人女子 

北海道中学校大会、個人総合、鉄棒 

優勝 

優勝 

27 

瀬戸 葉月（柔道) 

櫻井 春誓（陸上) 

林  羅々（フィギュアスケート） 

沼田 京助（体操） 

岡田 楓佳（トランポリン) 

水谷  司（陸上) 

山崎 巧太（陸上) 

 

 

28 

大内 宣幸（陸上） 

鎌田 礼（水泳） 

白川 友基（バドミントン） 

佐藤 陸（バドミントン） 

道高等学校陸上競技選手権大会 

道高等学校選手権水泳競技大会 

道高等学校ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 

道高等学校ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

29 
種部 大輔 道高等学校ｱｰﾁｪﾘｰ選手権大会 優勝 

30 

小玉 葵水（陸上） 

蝦名 愛梨（水泳） 

丸山 拓海（バドミントン） 

道高等学校陸上競技選手権大会 

道高等学校選手権水泳競技大会 

北海道中学校体育大会 

優勝 

優勝 

優勝 
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スポーツ奨励賞受賞者【個人 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

令元 

大泉 龍晴（アーチェリー） 

青木 梨奈（水泳） 

櫻井 一夏（陸上） 

藤原 睦月（バドミントン） 

道高等学校ｱｰﾁｪﾘｰ選手権大会 

道高等学校選手権水泳競技大会 

北海道中学校体育大会 

北海道中学校体育大会 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

2 該当者なし 
  

3 

末永 萌々歌（バドミントン） 

上山 怜来（バドミントン） 

髙橋 悠（バドミントン） 

藤田 圭悟（陸上） 

笹渕 和花（スピードスケート） 

鈴木 陸人（陸上） 

鈴木 芽生（陸上） 

池田 侑輝（バドミントン） 

北海道中学校体育大会 

北海道中学校体育大会 

北海道中学校体育大会 

北海道中学校体育大会 

北海道中学校体育大会 

道高等学校陸上競技選手権大会 

道高等学校陸上競技選手権大会 

道高等学校ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 
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歴代スポーツ奨励賞歴代受賞者【団体 成績部門】 
 

年度 受  賞   団  体  名 備        考 

昭 35 

北海道帯広三条高等学校スケート部 

北海道帯広三条高等学校バドミントン部 

北海道帯広柏葉高等学校ｽｹｰﾄ部縦走ﾁｰﾑ 

帯広大谷高等学校スケート部 

全十勝剣道連盟 

北海道帯広三条高等学校庭球部 

 

36 
十勝剣道連盟 

北海道帯広三条高等学校スケート部 
 

37 

北海道帯広三条高等学校スケート部 

北海道帯広柏葉高等学校スケート部 

帯広大谷高等学校スケート部 

帯広大谷高等学校ｽｹｰﾄ部ﾘﾚｰﾁｰﾑ 

十勝柔道連盟（帯刑チーム） 

帯広自衛隊ラグビー部 

北海道帯広三条高等学校バドミントン部 

 

. 

 

38 

帯広自衛隊ラグビーチーム 

北海道帯広農業高等学校ラグビー部 

北海道帯広柏葉高等学校ｽｹｰﾄﾘﾚｰﾁｰﾑ 

北海道チーム（スケート） 

 

 

39 

北海道一般女子リレーチーム 

北海道高等学校男子ﾘﾚｰﾁｰﾑ（ｽｹｰﾄ） 

帯広市男子リレーチーム（陸上） 

北海道帯広三条高等学校ｽｹｰﾄ部女子ﾘﾚｰﾁｰﾑ 

帯広畜産大学柔道部 

北海道帯広三条高等学校男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

第一熱原（株） 女子卓球部 

北海道帯広三条高等学校野球部 

 

40 

北海道帯広柏葉高等学校女子庭球部 

北海道帯広農業高等学校バドミントン部 

帯広市役所男子バレーボール部 

 

41 

帯広市役所男子バレーボールチーム 

帯広市役所野球部 

北海道帯広三条高等学校女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ 

北海道帯広農業高等学校バドミントン部 

帯広勤労青年卓球部 
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スポーツ奨励賞受賞者【団体 成績部門】 
 

年度 受  賞  者  名 備        考 

42 

北海道帯広柏葉高等学校庭球部 

帯広営林局庭球部 

帯広大谷高等学校スケート部 

帯広市役所バレーボール部 

帯広ＫＯＧソフトボール 

明治乳業野球部 

帯広営林署野球部 

 

43 
帯広大谷短期大学卓球部 

宮本商産野球部 

 

. 

44 
帯広アーチェリー協会 

帯広アイスホッケー部 
 

45 

宮坂建設（株）アイスホッケー部 

白樺学園高等学校アーチェリークラブ 

北海道帯広南商業高等学校ソフトボール部 

北海道帯広農業高等学校バドミントン部 

帯広市立帯広第五中学校卓球部 

帯広市立帯広第五中学校卓球部ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 

帯広営林局庭球部 

十勝柔道連盟帯広青年部 

 

46 

白樺学園高等学校スケート部 

帯広クラブソフトボール 

白樺学園高等学校洋弓クラブ 

北海道帯広柏葉高等学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

 

47 

帯広白樺学園高等学校スケート部 

帯広クラブソフトボール 

白樺学園高等学校洋弓クラブ 

北海道柏葉高等学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

 

48 

帯広アーチェリー協会 

全道青年体育大会帯広チーム 

北海道帯広柏葉高等学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

帯広大谷高等学校バドミントン部 

帯広市立帯広第五中学校バドミントン部 

白樺学園高等学校アーチェリークラブ 

帯広市役所アイスホッケー部 

北海道帯広南商業高等学校ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部 

北海道帯広農業高等学校バドミントン部 

全道選手権大会  3 年連続            優勝 

全道青年体育大会柔道団体           優勝 

全道高校選抜バスケットボール大会   優勝 

全道高校バドミントン大会女子団体   優勝 

全道中学バドミントン大会男子団体   優勝 

全道高校アーチェリー競技大会       優勝 

道新杯全道社会人ｱｲｽﾎｯｹｰ大会Ａ級    優勝 

高体連全道大会                     優勝 

全道高校バドミントン大会男子団体   優勝 
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スポーツ奨励賞受賞者【団体 成績部門】 

年度 受  賞  者  名 備        考 

49 

北海道帯広柏葉高等学校バドミントン部 

北海道帯広南商業高等学校ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部 

帯広市立川西中学校庭球部 

帯広大谷高等学校バドミントン部 

帯広大谷高等学校ソフトボール部 

 

50 

北栄ママさんバレーボールチーム 

柏林クラブママさんバレーボールチーム 

帯広畜産大学馬術部 

北海道帯広柏葉高等学校バドミントン部 

 

 

全日本学生馬術大会団体             優勝 

全道高校バドミントン大会男子団体   優勝 

51 

帯広市立帯広第一中学校男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

北海道帯広南商業高等学校ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部 

帯広自衛隊ソフトボール部 

北海道帯広農業高等学校男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 

大空ママさんバレーボールチーム 

帯広市立南町中学校女子庭球部 

帯広市立帯広第一中学校男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 

全道中学体育大会                   優勝 

高体連北海道大会ソフトボール競技   優勝 

国体北海道予選ソフトボール一般の部 優勝 

全国高校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選抜優勝大会道予選 優勝 

全道家庭婦人バレーボールＤブロック 優勝 

全道中学生テニス大会女子         準優勝 

全道中学校体育大会ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会   準優勝 

52 

 帯広市立帯広第三中学校男子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 

 帯広市立帯広第五中学校男子庭球部 

 北海道帯広柏葉高等学校男子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 

 帯広畜産大学アイスホッケー部 

 帯広畜産大学空手道部 

 全道中学生バドミントン大会団体戦 準優勝 

 全道中学校庭球大会団体戦           優勝 

 全道高校バドミントン大会団体戦     優勝 

 日本学生氷上競技選手権大会道予選   優勝 

 北海道大学空手道選手権大会         優勝 

53 

北海道帯広柏葉高等学校男子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 

帯広市立南町中学校男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

帯広市立八千代中学校ソフトボール部 

帯広北高等学校男子庭球部 

帯広高等学校選抜男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ 

帯広高等学校選抜女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ 

帯広太陽クラブ 

全道高校ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会団体男子 優勝             

全道中学バスケットボール大会     準優勝 

全道中学校ソフトボール大会       準優勝 

全国高校選手権道予選軟式庭球団体 準優勝 

国体道予選会                       優勝 

国体道予選会                     準優勝 

全日本女子アイスホッケー選手権大会 優勝 
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年度 受  賞  者  名 備        考 

54 

帯広市立八千代中学校女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部 

帯広市立帯広第五中学校男子軟式庭球部 

帯広市立帯広第一中学校男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

北海道帯広南商業高等学校女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部 

北海道帯広農業高等学校軟式庭球部 

北海道帯広農業高等学校男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 

帯広アーチェリー協会チーム 

帯広大空バレーボールママさんチーム 

帯広市立南町中学校女子軟式庭球部 

帯広市立第八中学校剣道部 

帯広市立帯広第一中学校柔道チーム 

北海道帯広工業高等学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

帯広地区高等学校選抜男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ 

十勝選抜女子ソフトボールチーム 

帯広畜産大学アイスホッケー部 

川西農協ソフトボール部 

帯広畜産大学職員バレーボールクラブ 

全道中学女子ソフトボール大会       優勝 

全道中学軟式庭球大会男子団体       優勝 

全道中学バスケットボール大会男子 準優勝 

北海道高校女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会    優勝 

全道高校軟式庭球選手権男子団体   準優勝 

高校選抜優勝大会北北海道予選会     優勝 

道新杯争奪全道アーチェリー大会団体 優勝 

全国家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会北北海道   優勝 

全道中学軟式庭球大会女子団体       優勝 

全道中学剣道大会団体               優勝 

全北海道柔道少年団練成大会団体     優勝 

北海道高校体育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ男子 準優勝 

国体ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ北海道予選会       準優勝 

国体ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技北海道予選少年女子  優勝 

全道学生ｱｲｽﾎｯｹｰﾘｰｸﾞ第 1部          優勝 

北海道体育大会青年女子の部       準優勝 
全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ優勝大会道予選 6人制  準優勝 

55 

帯広市立帯広第四中学校女子卓球部 

北海道帯広農業高等学校男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 

北海道帯広南商業高等学校ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部 

十勝選抜高等学校ラグビーチーム 

帯広アイスホッケークラブチーム 

大空ママさんバレーボールチーム 

北海道帯広柏葉高等学校男子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 

帯広高等学校選抜ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙチーム 

十勝選抜女子ソフトボールチーム 

北海道帯広大谷高等学校 400m ﾘﾚｰﾁｰﾑ 

北海道帯広農業高等学校男子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 

全道中学卓球大会女子団体         準優勝 

春の選抜高校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ北北海道大会   優勝 

北海道高校ソフトボール選手権大会   優勝 

国体ラグビー競技北海道予選大会     優勝 

道新杯争奪全道ｱｲｽﾎｯｹｰ大会Ａﾌﾞﾛｯｸ   優勝 

全道ママさんバレーボール大会       優勝 

全国高校選抜ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技会男子団体 優勝 

国体バスケットボール競技道予選     優勝 

国体ソフトボール競技道予選         優勝 

国体陸上競技道予選                 優勝 

全道高校ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会男子団体 優勝 

56 

北海道帯広工業高等学校野球部 

帯広市立八千代中学校ソフトボール部 

帯広クリーンクラブ（ホッケー） 

北海道帯広柏葉高等学校男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 

帯広市立南町中学校男子庭球部 

帯広大谷高等学校ソフトボール部 

北海道帯広工業高等学校ラグビー部 

帯広大谷高等学校スケートリレーチーム 

白樺学園高等学校スケートリレーチーム 

全国高校野球大会北北海道大会       優勝             

全国中学女子ソフトボール大会     第３位 

全日本ｱｲｽﾎｯｹｰ選手権大会Ｃｸﾞﾙｰﾌﾟ  準優勝 

全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ高校選手権大会予選 準優勝 

北海道中学軟式庭球大会男子団体     優勝 

北海道高校女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会    優勝 

国体ラグビー競技道予選             優勝 

全国高校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ選手権大会女子 第２位 

全国高校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ選手権大会男子 第２位 
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57 

北海道帯広農業高等学校野球部 

帯広市立大空中学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ女子部 

十勝銃剣道連盟帯広少年部 

北海道帯広工業高等学校ラグビー部 

帯広太陽クラブ 

帯広市立帯広第四中学校男子卓球部 

北海道帯広三条高等学校リレーチーム 

十勝小松販売野球部 

帯広白十字倶楽部 

十勝地区空手道連盟帯広支部 

北海道帯広南商業高等学校ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部  

北海道帯広柏葉高等学校男子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 

帯広市立西陵中学校男子バドミントン部 

全国高校野球大会北北海道大会       優勝 

北海道中学冬季大会スケート競技会   優勝 

国体銃剣道少年の部団体           第３位 

北海道高校ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ南北大会    優勝 

全日本女子アイスホッケー大会       優勝 

北海道中学卓球大会男子団体         優勝 

全道高校体育大会陸上競技           優勝 

東日本二部軟式野球全国出場    

東日本一部軟式野球北海道大会       優勝 

和道流空手道連盟北海道大会団体     優勝 

北海道高校女子ソフトボール大会     優勝 

全道高校体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ北ﾌﾞﾛｯｸ男子優勝 

北海道中学ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会男子団体   準優勝 

58 

帯広太陽クラブ 

ソフトボール十勝選抜チーム 

北海道帯広南商業高等学校ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部 

帯広大谷高等学校バドミントン部 

帯広ＭＴクラブ 

帯広市立南町中学校男子ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部 

帯広畜産大学弓道部 

帯広市立帯広第二中学校女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 

帯広市立第八中学校男子庭球部 

帯広若葉ママさんバレーボールチーム 

帯広畜産大学バレーボールクラブ 

帯広畜産大学馬術部 

全日本女子ｱｲｽﾎｯｹｰ大会      2年連続優勝 

国体ソフトボール競技道予選大会     優勝 

全日本高校女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権道予選  優勝 

全道高校選抜バドミントン競技道予選 優勝 

北海道ママさん軟式庭球大会         優勝 

全道中学ｽｹｰﾄ競技ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ男子   準優勝 

全道学生弓道争覇戦団体             優勝 

北海道中学バレーボール           準優勝 

北海道中学軟式庭球大会             優勝 

全道ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会Ｃﾌﾞﾛｯｸ      優勝 

全日本 6人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ道予選 優勝 

北日本学生馬術大会団体             優勝 

59 

北海道帯広南商業高等学校ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部 

帯広市役所排球クラブ 

帯広一中クラブ 

帯広市立帯広第八中学校男子軟式ﾃﾆｽ部 

帯広市立帯広第八中学校女子ﾌｨｷﾞｭｱ部 

帯広市立帯広第一中学校女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

北海道帯広柏葉高等学校男子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 

北海道帯広柏葉高等学校女子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 

北海道帯広柏葉高等学校山岳部 

全日本高校女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権道予選  優勝             

全日本クラブカップ大会道予選 9人制 優勝 

全国家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会北北海道   優勝 

北海道中学軟式庭球大会男子団体   準優勝 

北海道中学ｽｹｰﾄ競技大会女子団体   準優勝 

北海道中学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会女子団体 準優勝 

全国高校ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権北北海道男子 優勝 

全国高校ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権北北海道女子 優勝 

全国高校登山大会道予選男子         優勝 
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60 

北海道帯広緑陽高等学校男子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 

帯広大谷高等学校バドミントン部 

北海道帯広柏葉高等学校男子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 

帯広市立帯広第四中学校男子軟式庭球部 

帯広ＭＴクラブ（ソフトテニス） 

全国高校選抜ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権道予選   優勝 

全国高校ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権北北海道女子 優勝 

全国高校ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権北北海道男子 優勝 

北海道中学軟式庭球大会男子団体   準優勝 

北海道ママさん軟式庭球大会団体     優勝 

61 

東光舗道レディース(カーリング) 

帯広畜大クラブ（バレーボール） 

山崎石油野球部 

帯広市立八千代中学校ソフトボール部 

帯広市立帯広第八中学校ソフトボール部 

帯広Ａチーム（ソフトテニス） 

帯広ＭＴクラブ（ソフトテニス） 

北海道帯広三条高等学校野球部 

北海道カーリング選手権大会女子     優勝 

全道 6人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ選手権大会   優勝 

東日本軟式野球一部北海道大会       優勝 

北海道中学女子ソフトボール大会     優勝 

北海道中学女子ソフトボール大会   準優勝 

北海道都市対抗軟式庭球大会         優勝 

北海道ママさん軟式庭球大会         優勝 

全国高校野球北北海道大会           優勝 

62 

アルファベッツ(カーリング) 

帯広畜大クラブ（バレーボール） 

六花亭製菓野球部 

帯広市立帯広第四中学校女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

帯広市立帯広第一中学校男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 

帯広北高等学校野球部 

帯広ＭＴレディースクラブＡチーム 

北海道帯広南商業高等学校ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部 

北海道カーリング選手権大会女子     優勝 

全道 6人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ選手権大会   優勝 

高松宮賜杯全日本軟式野球大会       優勝 

北海道中学バスケットボール新人大会 優勝 

北海道中学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選抜優勝大会   準優勝 

全国高校野球選手権北北海道大会     優勝          

北海道ママさん軟式庭球大会         優勝 

北海道高校女子ソフトボール大会     優勝 

63 

帯広市立帯広第一中学校男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 

帯広畜産大学クラブ（バレーボール） 

北海道帯広農業高等学校男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 

帯広尚武館（剣道） 

帯広クラブ（ソフトボール） 

若葉マザーズ（ソフトボール） 

帯広市立帯広第八中学校男子軟式庭球部 

帯広市立帯広第一中学校女子ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部 

帯広畜産大学空手部 

北海道中学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選抜優勝大会   準優勝             

全日本６人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ道選手権  優勝 

全国高校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選抜北北海道予選   優勝 

全日本少年銃剣道練成大会中学団体 準優勝 

国体ソフトボール競技道予選         優勝 

全日本ﾏﾏさんｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会道予選      優勝 

北海道中学対抗軟式庭球大会         優勝 

北海道中学スケート競技大会         優勝 

北海道学生空手道選手権大会新人戦   優勝 

平元 

北海道帯広農業高等学校男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 

白樺学園高等学校女子ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部 

帯広市立清川中学校女子ソフトボール部 

帯広市立帯広第七中学校女子ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部 

帯広市立大空中学校女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

北海道帯広南商業高等学校女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部 

東光舗道レディース(カーリング) 

帯広クラブ（バレーボール） 

帯広北高等学校野球部 

全国高校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選抜北北海道予選   優勝 

全国高校スケート競技選手権女子   準優勝 

北海道中学女子ソフトボール大会     優勝 

北海道中学ｽｹｰﾄ競技大会女子ﾘﾚｰ      優勝 

北海道中学バスケットボール新人大会 優勝 

北海道高校ソフトボール選抜大会     優勝 

国体冬季ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ行事ｶｰﾘﾝｸﾞﾚﾃﾞｨｰｽ   優勝 

全道家庭婦人バレーボールシニア大会 優勝 

全国高校野球選手権北北海道大会     優勝        
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2 

帯広クラブ（バレーボール） 

帯広大谷高等学校バドミントン部 

十勝ラガー 

帯広市役所男子バレーボール部 

帯広ＭＴレディース（ソフトテニス） 

全道家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙいそじ大会道予選  優勝 

全道高校新人バドミントン大会団体   優勝 

北海道ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会Ａﾌﾞﾛｯｸ  優勝 

全日本 9人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ実業団道予選   優勝 

北海道ママさん軟式庭球大会         優勝 

3 

東光舗道レディース(カーリング) 

帯広市立帯広第八中学校女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部 

帯広市立帯広第六中学校女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

帯広市立帯広第一中学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部 

帯広クラブ（ソフトボール） 

北海道帯広南商業高等学校ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部 

帯広大谷高等学校バドミントン部 

北海道帯広農業高等学校男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 

陸上自衛隊帯広ソフトボール部 

白樺学園高等学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部女子部 

フクハラＡ（軟式野球） 

十勝米穀野球部（軟式野球） 

帯広市立帯広第六中学校陸上部女子 400m ﾘﾚｰﾁｰﾑ  

帯広市立帯広第一中学校男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 

日本カーリング選手権大会女子       優勝 

北海道中学女子ソフトボール大会     優勝 

北海道中学バスケットボール女子   準優勝 

北海道中学スケート大会団体         優勝 

全日本壮年ソフトボール選手権道予選 優勝          

全国高校ソフトボール選手権道予選   優勝 

全国高校選抜ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ北北海道予選   優勝 

全国高校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選抜北北海道予選   優勝 

全日本実業団男子ソフトボール道予選 優勝 

北海道高校ｽｹｰﾄ競技選手権大会   総合優勝 

高松宮賜杯全日本軟式野球道予選Ａ   優勝 

高松宮賜杯全日本軟式野球道予選Ｂ   優勝 

北海道中学陸上競技大会女子       第２位 

北海道中学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選抜優勝大会男子 優勝 

4 

北海道帯広工業高等学校男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 

北海道帯広工業高等学校男子ラグビー部 

北海道帯広南商業高等学校女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部 

北海道帯広南商業高等学校女子 400m ﾘﾚｰﾁｰﾑ 

白樺学園高等学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部女子部 

帯広市立南町中学校男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

帯広市立帯広第六中学校男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

帯広市立帯広第七中学校女子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 

帯広市立帯広第八中学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部 

帯広市立西陵中学校スピードスケート部 

帯広市立川西中学校スピードスケート部 

二中クラブ（バレーボール） 

帯広畜産大学バレーボールクラブ 

陸上自衛隊帯広（ソフトボール） 

フクハラＡ（軟式野球） 

帯広クラブ（ソフトボール） 

全国高校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選抜北北海道予選   優勝 

北海道ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ新人大会        優勝 

全日本高校女子ソフトボール道予選   優勝 

全国高校陸上競技大会道予選       第２位 

全国高校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ競技大会女子   第２位 

北海道中学バスケットボール大会     優勝 

北海道中学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人大会     準優勝 

北海道中学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会             優勝 

北海道中学スケート大会女子団体     優勝 

北海道中学スケート大会女子団体   準優勝 

北海道中学スケート大会男子団体   準優勝 

全国家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会北北海道   優勝 

北海道ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ連盟会長杯       優勝 

国体ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技道予選成年男子一部  優勝 

東日本軟式野球大会第一部道大会     優勝 

全国ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑ選手権大会道予選        優勝 
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5 

帯広市役所男子バレーボール部 

帯広市役所女子バレーボール部 

帯広興武館（剣道） 

帯広ＭＴレディース（ソフトテニス） 

帯広市立帯広第七中学校バドミントン部 

帯広クラブ（ソフトボール） 

六花亭ペンギンズ（軟式野球） 

ワークボーイズ（軟式野球） 

帯広市立帯広第八中学校剣道部 

帯広畜産大学女子弓道部 

十勝Ａチーム（銃剣道） 

帯広畜産大学クラブ（バレーボール） 

帯広畜産大学男子バレーボール部 

帯広市立帯広第四中学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部 

国体バレーボール競技道予選男子     優勝 

国体ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技道予選女子 9人制   優勝 

全道中学剣道練成大会               優勝 

北海道ママさんソフトテニス大会     優勝 

北海道中学バドミントン大会       準優勝 

全日本壮年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会道予選  優勝 

高松宮賜杯全日本軟式野球大会Ａ     優勝 

高松宮賜杯全日本軟式野球大会Ｂ     優勝 

北海道中学剣道大会男子団体         優勝 

全道学生弓道選手権大会女子団体     優勝

北海道銃剣道選手権大会団体一般     優勝 

北海道ｸﾗﾌﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟会長杯選手権 優勝 

北海道地区大学体育大会ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 優勝 

全国中学ｽｹｰﾄ大会ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ競技女子  第３位 

6 

六花亭製菓（軟式野球） 

藤丸（軟式野球） 

ＴＯＲ（ソフトボール） 

帯広クラブ（ソフトボール） 

北海道帯広南商業高等学校駅伝チーム 

帯広市立帯広第四中学校女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

北海道帯広三条高等学校アーチェリー部 

帯広市役所男子バレーボール部 

帯広尚武館（銃剣道） 

天皇賜杯全日本軟式野球北北海道     優勝 

高松宮賜杯全日本軟式野球二部道大会 優勝 

全日本総合女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権道予選  優勝 

全日本壮年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会道予選  優勝 

全道高校女子駅伝競争大会         第２位          

北海道中学新人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会     準優勝 

全国高校アーチェリー選手権道予選   優勝 

国体ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技道予選成年男子 9人制  優勝 

全日本銃剣道優勝大会             準優勝 

7 

帯広ＭＴクラブＡ（ソフトテニス） 

白樺学園高等学校バレーボール部 

六花亭ペンギンズ（軟式野球） 

帯広陸上自衛隊第 5通信大隊Ａ（銃剣道） 

帯広市立帯広第三中学校男子剣道部 

北海道ママさんソフトテニス大会     優勝 

全国高校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選抜優勝大会北北海道  優勝 

東日本軟式野球大会道大会           優勝      

北海道青少年銃剣道団対戦自衛官三部 優勝 

北海道中学剣道大会男子団体       準優勝 

8 

北海道帯広三条高等学校女子ｱｰﾁｪﾘｰ部 

帯広クラブ実年（ソフトボール） 

帯広クラブ（ソフトボール） 

フクハラＡ（軟式野球） 

帯広市立大空中学校男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

第五特科連隊Ａチーム（銃剣道） 

帯広市役所男子バレーボール部 

白樺学園高等学校陸上部 1600m ﾘﾚｰﾁｰﾑ 

全国高校ｱｰﾁｪﾘｰ選手権道予選大会     優勝 

全日本実年男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会道予選    優勝 

国体ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技道予選成年男子二部  優勝               

東日本軟式野球大会二部道大会       優勝 

北海道中学バスケットボール大会   準優勝 

全道青少年銃剣道選手権自衛官二部   優勝  

国体ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技道予選成年男子一部    優勝 

全国高校陸上競技大会道予選         １位 
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9 

帯広フットボールクラブ 

北海道帯広三条高等学校男子ｱｰﾁｪﾘｰ部 

帯広クラブ（ソフトボール） 

帯広畜産大学馬術部 

帯広市立八千代中学校男子ソフトテニス 

帯広市立緑園中学校陸上部女子 400m ﾘﾚｰﾁｰﾑ 

帯広市立川西中学校ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部 

                    男子 2000m ﾘﾚｰﾁｰﾑ 

北海道帯広工業高等学校男子ｱｰﾁｪﾘｰ部 

全国ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｻｯｶｰ選手権道予選        優勝 

全国高校ｱｰﾁｪﾘｰ選手権道予選男子団体 優勝 

全日本壮年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ道予選成年男子二部優勝               

北日本学生馬術競技会団体総合競技   優勝        

全道中学ソフトテニス大会男子団体   ２位 

全国中学校陸上女子400mリレー      ３位  

全道中学ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ男子2000mﾘﾚｰ    ２位 

 

全国高校ｱｰﾁｪﾘｰ選抜道予選男子団体   優勝 

10 

六花亭マルセイズ（軟式野球） 

帯広市立帯広西陵中学校男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

帯広市立緑園中学校女子駅伝チーム 

帯広市立帯広第八中学校女子スケート部 

帯広興武館チーム（剣道） 

帯広畜産大学女子剣道部 

帯広クラブ（バスケットボール） 

帯広畜産大学馬術部 

高松宮賜杯全日本軟式野球二部道大会 優勝 

全道中学男子                       優勝 

全道中学女子                       優勝 

全道中学女子 2000m リレー          優勝           

全道中学団体女子                   優勝 

全道地区大学団体女子               優勝 

全道クラブ選手権                   優勝 

北日本学生団体                     優勝 

11 

帯広市立緑園中学校女子駅伝チーム 

六花亭製菓（軟式野球） 

ワークボーイズ（軟式野球） 

第５特科連隊（銃剣道） 

帯広尚武館（銃剣道） 

帯広クラブ壮年（ソフトボール） 

帯広球友会（バレーボール） 

帯広畜産大学馬術部 

帯広クラブ実年（ソフトボール） 

帯広市立南町中学校女子剣道部 

北海道帯広柏葉高等学校ソフトテニス部 

全道中学女子 

天皇賜杯軟式野球北北海道大会 

東日本軟式野球２部北海道大会 

全道青少年銃剣道選手権団体２部 

全日本少年武道錬成大会中学生団体 

全日本壮年北海道予選会 

全道ｺｶｺｰﾗ杯争奪選手権６人制男子 

北日本学生馬術大会障害飛越団体 

全日本実年北海道予選会 

全道中学女子団体 

全日本選抜北北海道予選団体 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

12 

北海道帯広柏葉高等学校陸上部男子 400m ﾘﾚｰﾁｰﾑ  

帯広市立緑園中学校女子駅伝チーム 

帯広フットボールクラブ（サッカー） 

帯広北高等学校（サッカー） 

北海道帯広柏葉高等学校ソフトテニス部 

帯広市立緑園中学校男子ソフトテニス部 

牧野燃料（軟式野球） 

帯広クラブ実年（ソフトボール） 

弓道十勝Ａチーム（弓道） 

弓道帯広チーム（弓道） 

帯広畜産大学女子弓道部（女子） 

全道高校陸上競技大会男子 400mR 

全道中学駅伝競走大会 

全国社会人ｻｯｶｰ選手権北海道予選 

北海道高等学校サッカー選手権大会 

全日本選抜北北海道予選団体 

全道中学校団体対抗ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 

高円宮賜杯全日本２部北海道大会 

全日本実年北海道予選会 

全道弓道大会一般団体 

全道弓道遠的・近的大会団体一般 

全道学生弓道選手権大会 

優勝 

２位 

優勝 

優勝 

優勝 

２位 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 
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12 

帯広市立南町中学校女子ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部 

帯広市立緑園中学校女子ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部 

北海道帯広農業高等学校馬術部（馬術） 

銃剣道帯広一般Ａ（銃剣道） 

全国中学女子団体 

全道中学女子 2000ｍﾘﾚｰ 

全国高校馬術競技北海道大会団体 

全道銃剣道選手権大会団体一般 

２位 

優勝 

優勝 

優勝 

13 

六花亭製菓（野球） 

ワークボーイズ（野球） 

北海道帯広三条高等学校野球部 

北海道帯広三条高等学校アーチェリー部 

北海道帯広柏葉高等学校ソフトテニス部 

北海道帯広柏葉高等学校女子陸上部 

帯広市立緑園中学校女子駅伝部（陸上） 

帯広市立緑園中学校弓道部 

タダノアイスホッケークラブ 

北海道帯広南商業高等学校女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

帯広市立帯広第四中学校女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

帯広クラブ壮年（ソフトボール） 

帯広尚武館 A 

天皇賜杯全日本軟式野球北北海道 

高松宮賜杯全日本軟式野球北北海道 

全国高等学校野球選手権北北海道 

北海道高等学校大会 男子団体 

全日本高校選抜北北海道大会 

北海道高等学校陸上大会 1600m ﾘﾚｰ 

北海道中学校駅伝競技大会 

全道少年少女弓道大会 男子団体 

全日本アイスホッケー選手権 B 

北海道高等学校バスケット新人大会 

北海道中学校バスケットボール大会 

全国壮年ソフトボール北海道予選 

北海道銃剣道選手権 中・高校の部 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

２位 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

14 

六花亭製菓（野球） 

六花亭中札内（野球） 

帯広市立西陵中学野球部（野球） 

帯広フットボールクラブ（サッカー） 

帯広北高等学校サッカー部（サッカー） 

北海道帯広三条高等学校ｱｰﾁｪﾘｰ部（洋弓） 

帯広クラブ (バスケットボール) 

チーム  コンケスト(ｲﾝﾗｲﾝﾎｯｹｰ) 

レッドトレジャー (アイスホッケー) 

帯広市立帯広第三中学校フィギュア部 

帯広市立帯広第八中学校ソフトテニス部 

帯広市立緑園中学校女子駅伝部 

帯広市立帯広第二中学校女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 

天皇賜杯全日本軟式野球北北海道 

高松宮賜杯全日本軟式野球北北海道 

全道中学野球 

全国社会人サッカー北海道予選 

全国高校サッカー北海道予選 

北海道高等学校ｱｰﾁｪﾘｰ男女団体 
日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ 2002 ﾊﾞｽｹ競技道予選会 

全日本選手権大会Ｂプール 

全日本女子選手権Ｂグループ 
北海道中学校スケート大会 Aクラス女子団体 

北海道中学校ソフトテニス男子団体 

北海道中学校駅伝大会 

北海道中学生選抜優勝大会 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 
優勝 

優勝 

２位 

優勝 

２位 

優勝 

２位 
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15 

六花亭製菓（野球） 

チーム  コンケスト(ｲﾝﾗｲﾝﾎｯｹｰ) 

レッドトレジャー (アイスホッケー) 

帯広市立西陵中学校女子ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ部 

帯広畜産大学馬術部 

帯広北高等学校レスリング部 

帯広市立帯広第二中学校男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 

帯広市立帯広第四中学校女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

帯広市立帯広第四中学校男子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 

帯広市立第八中学校陸上部 

帯広市立緑園中学校弓道部 

帯広市立緑園中学校駅伝部 

天皇賜杯全日本軟式野球北北海道 

全日本選手権大会Ｂプール 

全日本女子選手権Ｂグループ 

全国中学ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ女子団体 

北日本学生総合馬術・障害飛越団体 

北海道高校レスリング学校対抗戦 

北海道中学校バレーボール大会 

北海道中学校バスケットボール大会 

北海道中学校バドミントン大会 

北海道中学校陸上４×100ｍリレー 

全道少年少女弓道大会女子団体 

北海道中学校駅伝大会 

優勝 

優勝 

２位 

優勝 

優勝 

優勝 

２位 

優勝 

優勝 

２位 

優勝 

２位 

16 

帯広市立帯広第四中学校女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

帯広市立帯広第四中学校男子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 

帯広市立帯広第七中学校男子スケート部 

帯広市立八千代中学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ部（男子） 

北海道帯広農業高等学校陸上競技部 

北海道帯広三条高等学校アーチェリー部 

帯広大谷高等学校バドミントン部 

国体帯広選抜少年女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ 

帯広クラブ 

六花亭製菓 

レッドトレジャー 

第五特科隊Ａ 

北海道中学校バスケットボール大会 

北海道中学校バドミントン大会 

全国中学校スケート大会 

北海道中学校団体対抗ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 

道高校選手権大会男・女ﾌｨｰﾙﾄﾞの部 

道高校選手権大会女子団体 

高校選抜北北海道大会男子団体 

国体北海道予選会少年女子 

北海道クラブﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 

国体軟式野球（一般Ａ）北海道大会 

全日本女子ホッケー選手権大会 

北海道銃剣道選手権大会第２部 

優勝 

優勝 

１位 

２位 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

２位 

優勝 

17 

北海道帯広三条高等学校ｱｰﾁｪﾘｰ部（女子） 

北海道帯広南商業高等学校陸上部（女子） 

帯広大谷高等学校バドミントン部（男子） 

帯広北高等学校サッカー部 

北海道帯広農業高等学校馬術部 

帯広畜産大学馬術部 

道高校選手権大会女子団体 

道高校選手権大会女子 4×100ｍﾘﾚｰ 

道高校選手権北大会男子団体 

道高校総体北海道予選会 

全国高校馬術競技大会団体 

北日本学生馬術大会障害飛越団体、 

総合馬術団体 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

２位 

優勝 

18 

北海道帯広南商業高等学校女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 

東光舗道レディース（カーリング） 

北海道帯広三条高等学校ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部（男子） 

蹴鞠会（サッカー） 

選抜優勝大会北北海道予選会 

北海道カーリング選手権大会 

北海道ハンドボール新人戦 

ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｻｯｶｰ選手権北海道決勝大会 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

19 
帯広市立八千代中学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ部（男子） 

北海道帯広農業高等学校馬術部 

北海道中学校体育大会団体 

全国高校馬術大会北海道大会団体 

優勝 

優勝 
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スポーツ奨励賞受賞者【団体 成績部門】 

年度 受  賞  者  名 備        考 

20 

六花亭製菓 

北海道帯広三条高等学校男子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部 

帯広市立帯広第六中学校女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

天皇賜杯全日本軟式野球北北海道大会 

全国高等学校ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選抜大会北海道予選会 
北海道中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人大会決勝大会 

優勝 

優勝 

優勝 

21 

帯広市立緑園中学校男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

帯広市立緑園中学校女子弓道部 F ﾁｰﾑ 

とかちフェアスカイジェネシス 

北海道中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 

北海道北地区中学校弓道大会 

全国ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｻｯｶｰ大会北海道決勝大会 

優勝 

優勝 

優勝 

22 

マルセイズＦＣ 

帯広大谷高等学校男子バドミントン部西條・白川組 

北海道帯広南商業高等学校陸上部女子 

北海道帯広南商業高等学校女子バレー部 

全国クラブチームサッカー選手権大会北海道決勝大会 

北海道高等学校新人バドミントン大会 

北海道高等学校総合体育大会陸上競技大会 
北海道高等学校総合体育大会バレーボール競技大会 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

23 
北海道帯広農業高等学校柔道部 

帯広市立緑園中学校男子弓道部 

北海道高等学校柔道大会 

北海道北地区中学生弓道大会 
優勝 

優勝 

24 
北海道帯広農業高等学校女子陸上部 
北海道帯広南商業高等学校女子陸上部 1600m ﾘﾚｰﾁｰﾑ 

帯広市立緑園中学校男子弓道部 

北海道高等学校総合体育大会陸上競技大会 
北海道高等学校総合体育大会陸上競技大会 
北海道北地区中学生弓道大会 

優勝 

優勝 

優勝 

25 

帯広大谷高等学校野球部 

帯広大谷高等学校バドミントン部女子 

北海道帯広農業高等学校陸上競技部女子 

アイスホッケー十勝連合Ｃ 

全国高等学校野球選手権記念大会北北海道 

北海道高等学校総合体育大会団体 

全国高校総体フィールド 

全国中学校アイスホッケー大会 

優勝 

優勝 
準優勝 

準優勝 

26 

帯広市立八千代中学校男子ソフトテニス部増田・落合組 

帯広市立帯広第五中学校野球部 

帯広北高等学校男子サッカー部 

北海道中学校ソフトテニス大会 

全日本少年軟式野球北海道大会 
高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 2013 プリンスリーグ北海道 

優勝 

優勝 

優勝 

27 

帯広市立帯広第一中学校男子バドミントン部 

帯広市立南町中学校陸上競技部男子リレーチーム 

とかちフェアスカイＦＣ 

北海道中学校バドミントン大会 

北海道中学校陸上競技大会 

北海道サッカーリーグ 

優勝 

優勝 

優勝 

28 

帯広市立南町中学校野球部 

帯広市立八千代中学校男子ソフトテニス部 

北海道帯広三条高等学校女子ハンドボール部 

帯広蹴球団 

全日本少年軟式野球北海道大会 

道中学生団体対抗ソフトテニス大会 

北海道体育大会ハンドボール競技会 
全国クラブチームサッカー選手権北海道大会 

優勝

優勝

優勝

優勝 

29 
帯広大谷高等学校バドミントン部男子 

帯広市立帯広第一中学校女子バドミントン部 

全国高等学校選抜ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会北北海道予選会 

北海道中学校バドミントン大会 
優勝 

優勝 

30 

帯広市立帯広第一中学校男子バドミントン部 

北海道帯広三条高等学校女子ハンドボール部 

帯広大谷高等学校男子バドミントン部 

十勝ＦＣ 

北海道中学校バドミントン大会 

北海道高等学校ハンドボール選手権大会 

北海道高等学校バドミントン選手権大会 

北海道サッカーリーグ 

優勝 

優勝 

優勝 

優勝 

令元 

北海道十勝スカイアース 

北海道帯広工業高等学校アーチェリー部 

帯広大谷高等学校ソフトボール部 

帯広市立帯広第一中学校男子バドミントン部 

帯広市立帯広第一中学校女子バドミントン部 

帯広第八市内合同ソフトボール部 

帯広の森弓道少年団 

北海道サッカーリーグ 

北海道高等学校アーチェリー選手権大会 

北海道高等学校ソフトボール選手権大会 

全国中学校バドミントン大会 

全国中学校バドミントン大会 

北海道中学校ソフトボール大会 

北海道北地区中学生弓道大会 

優勝 

優勝 

優勝 
準優勝 

優勝 

優勝 

優勝 
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2 該当なし 
  

3 帯広市立帯広第一中学校女子バドミントン部 北海道中学校バドミントン大会 優勝 

 


