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*体育功労者*

吉　井　良　雄(グラウンド･ゴルフ協会)

平成12年11月一平成15年9月　官土市グラワン･ドゴルフ協会設立準備委員会委員長

平成1 5年9月一現在　　　　富士市グラウシ･ドゴルフ協会会長

吉井氏は.平成5年静岡県退職者福祉協議会にて､グラウンド. jルフ先駆者とし

て普及に取り組む｡平成6年富士市体育指導委員会によって､ニュ-スポ-ツとして

紹介されると,第1国富士市民グラウンド･ゴルフ大会開催に尽力した｡平成12年

会長に就任し､富士市グラウンドゴルフ協会の設立に尽力した｡

*体育功労者*

鈴　木　幸　枝(なきなた連盟)

昭和58年4月一現在　　　　　富士市なきなた連盟理事

鈴木氏は永年に亘り､なぎなた競技の指導者として,子供から｣椴までの幅広

い年代に対して指導を行うとともに,選手としても平成7年､ 9年のねんりんピック

において第3位の成績を納めるなど　なきなたの普及､振興に大きく貢献した｡そ

の卓越した識見と豊かな実績で　人望も厚く,なきなた連盟に多大な功績を残して

いる｡

*体育功労者*

山田勇次郎(少林寺拳法協会･なきなた連盟)

昭和57年8月一平成25年3月　宮土市少林寺拳法協会会長

昭和54年2月一昭和62年3月　富士市なきなた連盟会長

平成25年4月一現在　　　　富士市少林寺拳法協会名誉顧問

平成14年4月一平成25年3月　静岡県少林寺拳法協会会長

山田氏は斉藤滋与史富士市少林寺拳法協会初代会長の推薦により二代会長に就

任｡平成14年より静岡県少林寺拳法協会会長として,静岡県の少林寺拳法の普及

と発展に尽力され現在も富士市少林寺拳法協会名誉顧問として､後進の育成に努

めている｡この間3 5年間にも及び､少林寺拳法の発展に寄与した功績は極めて甚

大である｡またへ他に富士市なぎなた連盟連盟会長,静岡県なきなた連盟副会長を

歴任されるなど　多大な実績を残している｡
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*体育功労者*

手l大石悦章(ソフトボ-ル協会)

昭和60年4月一平成7年3月　　富士市ソフトボ-ル協会常任理事庶務部長審判員

平成1 6年4月一現在　　　　　富士市ソフトボ-ル協会常任理事資材委員長･施設委員長

大石氏は.昭和60年に富士市ソフトボ-ル協会常任理事に就任以来,事務局庶務

部長と併せて審判員として積極的に活動された｡また､公式戦で使用する外野フェ

ンスの維持管理及び修理を｣手に引き受けるなど　長い間､裏方の仕事を率先して

従事するなど　協会の運営役員としてソフトボ-ル協会に多大な功績を残している｡

*体育功労者*

望　月　富　子(バレ-ボ-ル協会)

平成元年4月一平成14年3月　　富士市パレ-ボ-ル協会常任理事

平成14年4月一平成20年3月　富士市パレ-ボ葛ル協会副会長

平成20年4月一現在　　　　　富士市パレ-ボ-ル協会会長

望月氏は､昭和36年から30年間にわたり中学校教師としてバレ-ボ-ルの指導に

携わる｡その後,富士市バレ葛ボ-ル協会会長に就任以来,小学生から-般,及び

家庭婦人にわたり,多方面の人々に対し指導普及に力を注いでいる｡また,常に心

身ともに健康な人づくりを目指し､生涯スポ葛ツを掲げ多くの人々に伝えている｡

その卓越した識見と豊富な経験で人望も厚く,富士市バレ-ボ-ル界に多大な功績

を残している｡

も　　　*体育功労者*
琵琶墓園

鈴　木　　学(ボウルグ協会)

昭和52年4月一視在　　　　　官土市ボウリング協会理事

昭和52年4月一平成2年3月　　宮土市ボウリング協会事務局長

平成24年4月一現在　　　　　富士市ボウリング協会副会長

鈴木氏は､昭和47年の大昭和製紙ボウリング部創部に尽力し,昭和52年富士市ボ

ウリング協会発足時より事務局長として活躍され,富士市ボウリング協会の中心的

な存在である｡現在はラウンドワンシニア会長をはじめ,静岡県東部支部シニア協

会事務局長として活躍され､ボウリングの普及発展に寄与している｡
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*体育功労者*

松　本　貞　彦(少林寺拳法協会)

昭和50年4月一平成25年3月　富士市少林寺拳法協会顧問

平成25年4月一現在　　　　　富士市少林寺拳法協会会長

松本氏は,故勝亦実時氏の推薦により昭和50年に富士市少林寺拳法協会顧問に就

任した｡大会や行事等に尽力し少林寺拳法の発展に多大な功績を修めた｡また,静

岡県少林寺拳法協会会長も努め,県内会員からの信頼も厚い｡富士市議会議員と

して､富士市のスボ-ツ振興にも携わり､持ち前の粘り強さと,先を観る力で富

士市のスポ-ツの普及発展に大いに尽力されている｡

*体育功労者*

板　倉　重　男(ゴルフ連盟)

昭和58年4月一現在　　　　　富士市ゴルフ連盟理事

昭和63年4月一平成28年5月　ゴルフ都市対抗戦キャプテン

板倉氏は　富士市ゴルフ連盟発足当初より会の運営にかかわり,富士市代表選手

として,静岡県都市対抗ゴルフ選手権等ではキャプテンとして選手を引っ張り,団

体優勝3連覇を始めとする輝かしい成績へ導いた｡また､国体,日本スポ-ツマスタ
-ズ大会､ねんりんピックのゴルフ部門に出場し､輝かしい成績を残している｡常

にゴルフを愛し､その啓蒙に長年力を尽くしている｡

*体育功労者*

吉　川　　武(野球連盟)

昭和58年4月一平成6年3月　　富士野球連盟監事

平成8年4月一平成22年3月　　富士野球連盟監事

平成22年4月一平成25年3月　富士野球連盟理事長

平成25年4月一現在　　　　　富士野球連盟会長

吉川氏は.昭和42年から平成22年までの43年間,富士信用金庫野球部に在籍｡野球

部監督として部員の指導にあたり､ CクラスからAクラスに昇格させた｡その間､

都市対抗軟式野球大会等県大会に出場するなど本連盟の発展に貢献した｡昭和58年

からは本連盟監事に就任し､健全な会計運営に貢献した｡その後,理事長,会長に

就任し､長さにわたり本連盟の運営に携わっている｡
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*体育功労者*

渡　遽　明　男(スボ-ツチャンバラ協会)

昭和60年4月一平成2年3月　　静岡県護身道連盟事務局長

平成5年4月一平成1 0年3月　　富士市護身道連盟副会長謙事務局長

平成10年4月一現在　　　　　富士市(護身道連盟)スボ葛ツチャンパラ協会会長

渡邁氏は.富士市護身道連盟､後に改名したスポ-ツチャンバラ協会を立ち上げ､

武道やスボ-ツを通して青少年育成と指尊者育成に尽力した｡平成15年に静岡国体

でデモスポ行事の正式競技種目として初めて国体に参加｡これを機に県内外へ広ま

り,支部設立や愛好者増員に繋がり,現在は全国少年少女大会を開催運営できる組

織へ発展した｡この功績は多大である｡

*体育功労者*

丸　山　悦　司(弓道協会)

平成5年4月一現在　　　　　　富士市弓道協会理事

平成22年4月一平成25年3月　富士市弓道協会副会長

平成25年4月一平成29年3月　富士市弓道協会会長

丸山氏は.平成5年に富士市弓道協会理事に就任以来,富士市スポ-ツ祭を始め協

会諸行事に自ら進んで率先垂範している｡また､初心者教室に自ら講師として務め､

底辺拡大に努めている｡会長就任後も当協会の発展に尽力し,また指導者として後

進の指導育成に努力し､人望も厚い｡

*体育功労者*

斎藤千枝子(なぎなた連盟)

昭和62年4月一平成24年3月　富士市なきなた連盟会長

斎藤氏は.昭和62年に富士市なきなた連盟会長に就任し『修練により心身ともに

調和のとれた人材育成』というなきなた連盟の理念のもと,長年にわたり会員とと

もに努力を重ねてきた｡幼児から高齢者と幅広い年齢層の人材育成に尽力し､伝統

を引き継ぐ熱い心を育てた｡誠実で穏やかな人柄は人望も厚く富士市なきなた連盟

への功績は多大である｡
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*体育功労者*

米　山　和　実(剣道連盟)

平成8年4月一平成18年3月　　富士市剣道連盟理事

平成18年4月一平成25年3月　富士市剣道連盟副理事長

平成25年4月一現在　　　　　富士市剣道連盟副会長

米山氏は　昭和56年よりスポ-ツ少年団の指導者として､青少年の健全育成に努

めるなど　富士市剣道連盟において永年にわたり技術指導に力を注ぎ　正しい剣道

の普及に努めている｡現在は富士市剣道連盟副会長に就任し剣道連盟の中心となっ

て大会や講習会等,各行事における活動へ積極的に参加し,卓越した指導力で現在

も後進の指導に尽力を注ぐ.
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*体育功労者*

山　本　秀　和(バドミントン協会)

昭和46年4月一平成17年3月　富士市バドミントン協会副理事長

平成1 7年4月一平成23年3月　　富士市バドミントン協会理事長

平成23年4月一理在　　　　　　官土市バドミントン協会副会長

山本氏は,昭和46年から富士市バドミントン協会の副理事長を務め､富士市で平

成3年に開催された高校総体,平成15年NEWわかふじ国体では　大会開催や運営

に寄与した｡平成23年から副会長に就任し､静岡県バドミントン協会事務局長の要

職も歴任した｡ジュニア選手の育成強化にも力を発揮し､ジュニアバドミントンク

ラブを結成｡現在も中学生スボ-ツ塾の指導者として活躍している｡

*体育功労者*

福　良　勝　己(陸上競技協会)

昭和58年4月一現在　　　　　　静岡県陸上競技協会公認審判員

平成1 5年4月一理在　　　　　官土市陸上競技協会理事

平成24年4月一現在　　　　　　静岡県市町対抗駅伝富士市チ-ム監督

福良民は,陸上競技選手として,カナダモントリオ-ルオリンピックに日本代表

として出場した｡富士市陸上競技協会,静岡県陸上競技協会,日本陸上競技協会役

員としても,長年にわたり選手育成や競技の普及に貢献している｡ S級公認審判員

としても数多くの大会に参加し各大会運営に尽力している｡平成24年からは静岡県

市町対抗駅伝大会チ葛ムの監督を務め富士市のスポ-ツ振興に多大な貢献をしている｡
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稔　　*体育功労者*
太　田　晴　久(空手道連盟)

昭和46年4月→平成13午年3月　日本空手常心門富士川支部長(富士支部)

平成13年4月一平成27年3月　富土市空手道連盟理事

平成28年4月一現在　　　　　宮土市空手道連盟副理事長

太田氏は　富士市空手道連盟設立以来,昭和46年に日本空手道連盟常心門富士川

支部長として空手道の普及に努めた｡平成11年には富士市空手道連盟の理事として

要職に就き中心的役割を果たし､現在の富士市空手道連盟の礎を築いた｡空手道を

通じて豊富な識見と貴重な経験を活かし,確固たる信念に基づいた空手道教育を推

進し､たゆいまれなる奉仕の精神をもって指導にあたっている｡

*体育功労者*

米　山　正　明(水泳協会)

平成8年4月一現在　　　　　　富士水泳協会理事

平成26年4月一理在　　　　　富士水泳協会競技委員長

平成26年4月一現在　　　　　日本水泳連盟公認競泳競技A級審判員

米山氏は,昭和52年に富士水泳協会に入会以来,長さにわたり水泳の普及,振興

に尽力してきた｡この間,初心者の水泳指導,競技役員,協会運営等,水泳競技全

般の普及へ　発展に尽力した｡また,富士市スポ-ツ祭では,競技委員長として中心

的な役割を果たしている｡静岡県や､東部地区の競技会の大会運営にも積極的に寄

与し､その功績は大きい｡

*体育功労者*

近　藤　千　昭(テニス協会)

平成6年4月→平成20年3月　　富士市テニス協会常任理事

平成20年4月一理在　　　　　官土市テニス協会副会長

近藤氏は　テニス競技において選手として活躍する傍ら､平成6年から富士市テニ

ス協会常任理事に就任し,平成20年からは副会長として大会の開催や運営に寄与し

た｡また,日本テニス協会公認C級審判員資格を取得し,各大会運営に多大な貢献

をしている｡また,富士市エンジョイスポ｣ツデイ体験教室､初心者テニス教室では

多くの方にテニスの楽しさを伝え､底辺拡大に尽力している｡
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*体育功労者*

曽　我　　誠(サッカ-協会)

昭和54年4月一平成14年3月　官土市サッカ-協会理事

平成14年4月一平成23年3月　富士市サッカ-協会理事長

平成23年4月一理在　　　　　官土市サツカ-協会副会長

曽我氏は.昭和54年に富士市サッカ-協会理事に就任以来, 38年の長さにわたり

サッカ-協会の普及､発展に尽力されたo社会人部長として社会人IJ -グの礎を築包

その後､理事長､事務局長として幅広く交流を広げながら組織をまとめ､現在は､

副会長の要職に就いている｡協会役員として活躍する傍ら,少年団指導者として優

秀な選手を育て､サッカ-協会に多大な功績を残している｡

*体育功労者*

酒　井　秀　次(卓球協会)

平成6年4月一平成12年3月　　富士市卓球協会事務局長

平成1 8年4月一平成24年3月　　富士市卓球協会理事長

平成26年4月一理在　　　　　　官土市卓球協会副会長

酒井氏は,長年にわたり,富士市卓球協会の役員として活躍,この間,事務局長

及び理事長,副会長を歴任し富士市に卓球を普及させるため,数々の大会や普及活

動を起案し,実施に移してきた｡また,全日本実業団大会に数多く出場し,中心選

手となって活躍された｡長年にわたり後進の育成指導に尽力する等,生涯スポ-ツ

の発展に貢献している｡
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優秀選手

◎立　田　大　智
推せん●空手道連盟
成　績:日本空手通常心門連盟

第39回西日本少年少女選手権大会
中学生男子個人組手準優勝

◎井　手　来　希
推せん.空手道連盟
成　績.常心門　第48回　全国選手権大会

中学生男子　個人組手　第3位

◎武　井　智　也
推せん●空手道連盟
成　鎖　常心円　舞48回　全国選手旗大会

-般個人組手の部　第3位

◎武　井　　萌
推せん　空手道連盟
成　績.常心門　第40回　女子錬成競技大会

-般個人組手の部　準優勝

◎森　下　　桃
推せん:少林寺拳法協会
成　績:少林寺拳法創始70周年諦念

第1 1回静岡県中学生少林寺拳法大会
女子単独演武　第1位

◎星　野　康　気
推せん●ソフトテニス協会
成　績:静岡県中学校総合体育大会

ソフトテニス大会　優勝

◎浦　田　剛　史
推せん●ソフトテニス協会
成　絹'静岡県中学校総合体育大会

ソフトテニス大会　優勝

◎石　川　延　房
推せん●ソフトテニス協会
成　績'第20回全日本シニアソフトテニス選手権大会

シニア男子70　優勝　シニア混合70　準優勝

◎石　川　明　子
推せん･ソフトテニス協会
成　績:第20回全日本シニアソフトテニス選手権大会

シニア混合70　準優勝

◎芦　川　美　羽
推せん●体操協会
成　績　第10回瀞同県体操祭　体操競技の部

中学生女子　3年の部個人総合　第l位　床　第l位
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◎佐　野　流　書
経せん.体操協会
成　績●第10回静岡県体操祭　体操競技の部　中学生女子

2年生の部　個人総合第1位　床第1位　跳馬第1位

◎望　月　え　り　か
推せん.卓球協会
成　績●第39回静岡県卓球スボ-ツ少年団卓球大会

新大戦中学3年生女子の部　優勝

◎高　木　想　楽
推せん'卓球協会
成　績　第39回静岡県卓球スボ-ツ少年団卓球大会

新大戦　中学1年男子　優勝

◎粥　川　実　玲
推せん:卓球協会
成　績:第39回静岡県卓球スボ-ツ少年団卓球大会

新大戦　中学2年女子　優勝

◎影　山　幸　紀
推せんり†ドミントン協会
成　績:平成29年度全国中学較体育大会

第47国会国中学校バドミントン大会
個人ダブルスの部　第8位　団体　第8位

平成29年度当会中学校総合体育大会
個人ダブルスの都　塵勝

平成28年度第7回静岡県中学生新人バドミントン大会

男子ダブルスの部　優勝

◎荒　井　秀　介
推せん'バドミントン協会
成　績.平成29年度全国中学校体育大会

第47回全国中学校バドミントン大会　団体戦　第8位

◎植　松　虎　太　郎
推せん'バドミントン協会

成　績:平成29年度全国中学校体育大会
第47回全国中学校バドミントン大会　団体戦　第8位

◎鈴　木　翔　琉
掩せんり†ドミントン協会
成　績:平成29年度全国中学校体育大会

第47回全国中学校バドミントン大会　団体戦　第8位

◎横　山　旦　圭
推せん:バドミントン協会

成　績:平成29年度全国中学校体育大会
第47国会国中学校バドミントン大会　団体戦　第8位



優秀選手

◎鈴　木　波　流
推せん.ボウリング協会

成　績●第71回国民体育大会ボウリング競技会
少年女子団体戦　第3位　個人戦　第4位

◎成　田　魁　星
推せん:富士南中学校
成　績:第39国東海中学校総合体育大会柔道大会

男子60kg以下級　第2位

◎宇　佐　美　｣　誠
推せん:富士中学校
成　績:第39回東海中学校総合体育大会柔道大会

男子73kg級　第3位

◎矢　崎　洋　介
推せん'岳陽中学校
成　績.第39国東海中学校総合体育大会柔道大会

男子90kg以下級　第3位

静岡県中学校総合体育大会　柔道の部　男子90kg級　優勝

二間-

◎藍　川　顕　大
雅せん:岳陽中学校
成　績:東海中学校総合体育大会

陸上競技の部　1年男子1500Ⅲ　第1位

静岡県中学校総合体育大会
陸上競技の部1年男子1500皿　第1位

◎松　田　　爽
推せん:臆岡中学校
成　績:第44国会日本中学校陸上競技選手撞大会

男子3000m　第8位

東海中学校総合体育大会
陸上競技の部　男子1500Ⅲ　第2位

静岡県中学校総合体育大会
陸上競技の郁　男子細500Ⅲ　第1位

◎望　月　美　甫
推せん'田子浦中学校
成　績.20宣7　静岡県女子アマチュアゴルフ選手権　優勝

◎菊　池　　　翔
推せん:新体操協会
成　績:第10回静岡県体操祭　新体操の部

中学生の部　フ-プ優勝



優秀団体

国富士市立富士川第二中学校　ソフトテニス部　(富士市立富士川第二中学校)

成績:第39回東海中学校ソフトテニス大会　第2位
第70回静岡県中学校総合体育大会　ソフトテニスの部　優勝

小　泉　海　斗　　　浦　田　剛　史　　　星　野　康　気　　　佐　野　優　太

田　上　裕　也　　　佐　野　　　丞　　　木　伏　想　汰　　　栗　原　寛　大

国富士市立岳陽中学校･相撲部　(富士市立岳陽中学校)

成績:全国中学校総合体育大会　相撲の部　第5位
静岡県中学校総合体育大会　相撲の部　優勝

鈴木太駆斗　　　鈴　木　愛　斗　　　望　月　大　矢

回R. G. C.富士スタ-リス　(新体操協会)

成績:第39回静岡県ジュニア新体操競技･新体操選手権大会　優勝

菊　池　　　翔　　　小　出　倫　子　　　荒　木　七　瀬　　　野　中　美　花

一間一



奨励賞(個人)

◎磯　部　林　汰
推せん.空手道連盟
成　績'常心門　第48回　全国選手権大会

小学3.4年男子　個人組手　準優勝

日本空手通常心門連盟　第39回　西日本少年少女選手楼大会
小学3.4年男子　個人組手　準優勝

◎植　田　那　奈
推せん.空手道連盟
成　績'常常心門　第48回　全国選手権大会

小学3,4年女千　僧入組手　優勝

◎村　松　眞　歩
推せん:空手道連盟
成　績:常心門　第48回　全国選手横大会　小学3.4年女千

僧入組手　準優勝

日本空手通常心門連盟　第39回　西日本少年少女選手権大会

小学3,4年女子　個人組手　続3位

◎川　嶋　海　聖
推せん'空手道連盟
成　績:第28回静岡県和逆流空手道連盟空手競技大会

組手小学生5,6年の部　男子　準優勝

◎川　嶋　光　星
雅せん　空手道連盟
成　績･第28回静岡県和連流空手道連盟空手競技大会

組手小学生3,4年の部　男子　準優勝

◎石　田　泰　瞬
推せん'空手道連盟
成　績　第28回静岡県和連流空手道連盟空手競技大会

組手小学生3.4年の部　男子　優勝

◎和　田　芽　生　彩
推せん'空手道連盟
成　績　常心門　第48回　全国選手権大会

小学3,4年個人組手　第3位

◎池　田　　響
推せん　少林寺拳法惚会

成　績:少林寺拳法創始70周年記念　2017年度少林寺拳法静岡県大会

自由組演武　少年部有段の部　優秀賞(2位)

◎鈴　木　琉　生
推せん●少林寺拳法協会
成　績:少林寺拳法創始70周年記念　2017年度少林寺拳法静岡県大会

自由組演武　少年部右投の部　優秀賞(2位)

◎吉　川　瑠　威
推せん'少林寺拳法協会

成　繍●少林寺拳法創始70周年諦念　2017年度少林寺拳法静岡県大会

自由組演武　少年部茶帝の部　優秀賞(2位)
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◎山　田　　麗
推せん:少林寺拳法協会
成　績:少林寺拳法創始70周年諦念　2017年度少林寺拳法静岡県大会

自由粗演武　少年部茶話の部　優秀賞(2位)

◎戸　塚　陽　太
推せん:少林寺拳法協会
成　績:少林寺拳法創始70周年記念　2017年度少林寺拳法静岡県大会

自由単独演武少年部兼帯の部　最優秀賞(1位)

◎望　月　裕　斗
推せん'少林寺拳法協会
成　績.少林寺拳法創始70周年諦念　2017年度少林寺拳法静岡県大会

自由組演武　少年郡緑語の部　優秀賞(2位)

◎植　松　　　麗
推せん'少林寺拳法協会
成　規:少林寺拳法創始70周年記念　2017年度少林寺拳法静岡県大会

自由組演武　少年細線静の部　優秀賞(2位)

◎斎　藤　亮　汰　郎
推せん:少林寺拳法協会
成　績:少林寺拳法創始70周年記念　2017年度少林寺拳法静岡県大会

自由単独演武　少年部費帯以下の部　最優秀賞(1位)

◎渡　邁　紗　里
推せん;水泳協会
成　績:とびうお杯第32回全国少年少女水泳競技大会

100m背泳ぎ　第6位

第53回静岡県小学生水泳競技大会
50m背泳ぎ　第2位100m背泳ぎ　第2位

◎中　西　春　稀
推せん.水泳協会
成　績.とびうお杯第32回全国少年少女水泳競技大会

50Ⅲバタフライ　第2位･ 100mバタフライ　第2位

第53回静岡県小学生水泳競技大会
100mバタフライ　第1位

◎佐　竹　佑　介
推せん'水泳協会
成　績　第53回静岡県小学生水泳競技大会

200m個人メドレ〇　第2位

◎芦　川　黄　馬
推せん'体操儲会
成　績　第10回静岡県体操祭体操競技の部　小学生男子6年生の部

個人総合第2位　マット第2位　跳び箱第2位

◎瀬　辺　く　る　み
推せん'体操協会
成　績　第10回静岡県体操祭体操競技の部　小学生女子6年生の部

個人総合第2位　跳び箱第1位



奨励賞(個人)

◎磯　部　花　帆
推せん.体操協会
成　績　第10回静岡県体操察体操競技の部　小学生女子4年生の部

個人総合第1位　床第1位　跳び箱第2位

◎下　川　泰　生
推せん　体操協会

成　績.第10回静岡県体操祭体操競技の部　小学生男子1年生の部

個人総合策2位　マット第2位　跳び箱第2位

◎高　木　想　楽
推せん　卓球協会

成　績　第39回静岡県卓球スボ-ツ少年団卓球大会
個人戦　ホ葛ブス男子　優勝

◎井　上　雄　新
推せん.卓球協会
成　績●第39回静岡県卓球スポ-ツ少年団卓球大会

新人戦　バンビ男子　優勝

◎荒　井　莱　奈　加
推せんり†ドミントン協会

成　績.第9回静岡県小学生バドミントン大会
6年生以下女子シングルス　優勝

平成28年度静岡県小学生バドミントンランキングフアイがレ
6年女子シングルス　塵膳

◎後　藤　光　瑠
推せん.バドミントン協会
成　繍●第29回東海中学年バドミントン大会　静岡県予選大会

6年生以下男子ダブルス　準優勝

◎加　藤　慧　透
推せんつくドミントン協会
成　績●第29回東海小学生バドミントン大会　静岡県予選大会

6年生以下男子ダブルス　準優勝

◎酒　巻　汐　荊
椎せんり†ドミントン協会
成　績'第29回東海小学生バドミントン大会　静岡県予選大会

4午年以下女子ダブルス　準優勝

第9回静岡県小学生バドミントン大会　昨女子ダブルス　優勝

◎町　田　心　羽
推せん:バドミントン協会
成　績:第29国東海小学生バドミントン大会　静岡県予選大会

4年生以下女子ダブルス　準優勝

第9回静岡県小学生バドミントン大会　3年女子ダブルス　優勝
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◎山　下　陸　翔
推せん.バドミントン協会

成　績'第18回船C全国小学生バドミントン大会静岡県予選大会
3年男子シングルス　優勝

剃回静岡県小学生ダブルス大会　3年男子ダブルス　優勝

平成28年度静岡県小学生バドミントンランキングファイナル
1,2年男子シングルス　準優勝

◎中　野　開　仁
推せんり†ドミントン協会
成　績:第4回静岡県小学生ダブルス大会　3年男子ダブルス　圧勝

◎中　野　紗　愛
推せん　バドミントン協会

成　績.第4回静岡県小学生ダブルス大会　4牛女子ダブルス　準優勝

第9回静岡県小学生バドミントン大会
3年生以下女子シングルス　準優勝

◎伊　藤　蒼　来
推せんり†ドミントン協会
成　績:第4回静岡県小学生ダブルス大会　4年女子ダブルス　準優勝

◎赤　池　　心
推せんり†ドミントン協会
成　績　第4回静岡県小学生ダブルス大会　4年男子ダブルス　準優勝

◎橋　本　漂　之　介
推せん'バドミントン協会
成　績　第18回A8C全国小学生バドミントン大会静岡県予選大会

3年男子シングルス　準優勝

剃回静岡県小学生ダブルス大会　3年男子ダブルス　準擾膀

◎石　黒　唯　菜
推せん:バドミントン協会
成　績.第18回ABC全国小学生バドミントン大会静岡県予選大会

3年女子シングルス　準優勝

◎川　口　陽　生
推せん:陸上競技協会
成　績'第45回静岡県小学生陸上競技選手碓大会

5,6年男子　走高跳　優勝

◎望　月　結　夢
推せん.陸上競技協会
成　績:第29回静岡県ジュニア陸上クラブ選手権大会

5年男子100Ⅲ　第1位

◎小　山　和　月
経せん'陸上競技協会
成　繍.第29回静岡県ジュニア陸上クラブ選手権大会

5年女子1000Ⅲ　第1位



奨励賞(個人)

◎由　井　大　雅
推せん.陸上競技協会
成　殻　第29回静岡県ジュニア陸上クラブ選手権大会

3年男子100Ⅲ　第1位

◎渡　辺　智　恵
推せん　野球連盟
成　績'NPBガ｣ルズト-ナメント2017　全国大会　優勝

◎九　鴫　結　菜
推せん●野球連盟
成　競.NPBガ-ルズト葛ナメント2017　全国大会　優勝

◎金　廣　朋　花
推せん'野球連盟
成　績･NPBガ-ルズト葛ナメント2017　全国大会　優勝

◎鈴　木　彩　羽
推せん-野球連盟
成　績●NPBガ葛ルズト葛ナメント2017　全国会　優勝

-14葛



奨励賞(団体)

回富士北通院　拳友会　(少林寺拳法協会)

成績:少林寺拳法創始70周年記念　2017年度　少林寺拳法静岡県大会
小学生の部　最優秀賞(1位)

伊　山　実　利　　　加　藤　　漂　　　中　尾　瑠　人　　　鈴　木　玲　音

船　木　　　歩　　　吉　村　真　緒

回富土市卓球スボ-ツ少年団　(卓球協会)

成績:第39回静岡県卓球スボ-ツ少年団交流大会　小学生男子の部　準優勝

高　木　想　楽　　　鈴　木　智　大　　　飯　塚　広　大

回NYS FU丁量バドミントンクラブ(バドミントン協会)

成績:第33回若葉カップ全国小学生バドミントン大会県予選　女子の部　準優勝

衣　　　植松紘奈子　　　伊　藤　美　羽

乃　　　中　野　紗　愛　　　伊　藤　蒼　来

菜

回fujiバレ-ボ-ルクラブ(バレ-ボ-ル協会)

成績:フアミリ-マ-トカップ　第37回全日本バレ-ボ-ル小学生大会静岡県大会

女子の部　優勝

西　沢　心　佑　　　増　田　ら　ら　　　上　村　優　奈　　　鈴木芙珠嘉

漆　畑　瑠　唯　　　扇　谷　葵　衣　　　上　西　柏　葉　　　沖　山　麓　羅

斉藤百合音　　　久保田麻友　　　小松崎亜胡　　　花　崎　寿　珠

増　田　ね　ね　　　井　出　梨　那　　　前　場　美　咲

一間一
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奨励賞(団体)

回富士陸上教室　5年男子　4×100皿リレ-チ-ム(陸上競技協会)

成績:第33回静岡国際陸上競技大会　第1位

臼　井　友　耶　　　望　月　結　夢　　　鈴　木　利　玖　　　杉　山　達　哉

回富士陸上教室　5年女子　4×100皿リレ輸チ-ム　　(陸上競技協会)

成績:第33回静岡国際陸上競技大会　第1位

渡　辺　歩　実　　　菅　井　優　香　　　大友萌々　佳　　　小　林　夢　花

一服一


