
【体育功労者】

平野　晴義

鈴木　昭次

永見　幸久

岩瀬　智一

岩本　三男

高橋　充子

矢尾板健治

表　彰　者　一　覧

安城市ソフトボール協会理事及び競技運営者として、ソフトボールの普及・振興に貢献され
ました。

安城市バドミントン協会理事として、バドミントンの普及、発展に貢献されました。

安城市剣道連盟理事として連盟に多大な功績を残し、現在も常任理事として連盟の運営
に寄与されています。

安城市剣道連盟理事として連盟に多大な功績を残し、現在も理事として連盟の運営に寄
与されています。

安城市ソフトテニス連盟の役員として、また中学生大会の運営に積極的に取り組み、ソフト
テニスの普及に貢献されました。

安城市卓球協会理事として、協会事業の運営に積極的に参画され、卓球の普及・振興に
貢献されました。

安城市ソフトボール協会理事及び競技運営者として、ソフトボールの普及・振興に貢献され
ました。



【優秀選手】
加藤　響 愛知工業大学名電高

等学校
2018　Summer Youth olympics　（2018　ユースオリンピック）
(フェンシング)

個人8位

加藤　雄大 中京大学 WFDF2019　世界U24アルティメット選手権大会(フライング
ディスク)

4位

宮下　希保 アイシン・エィ・ダブリュ FIBA３×３ウーマンズシリーズ2019雄安大会(日本代表B
U23)

1位

倉　菜々子 安城学園高等学校 IFSC-ACCクライミングアジア選手権　倉吉2018(ボルダリン
グ/リード)

2位/17位

飯島　加奈 ＷＦＤＦ2019アジア・オセアニアアルティメット＆ガッツ選手
権大会(フライングディスク)

2位

田中　友祈也 デンソー/安聴会 第18回全国障害者スポーツ大会 バレーボール競技(団体) 3位

野木　裕恵 アオックスガーメント 第18回全国障害者スポーツ大会　卓球競技 1位

小笠原 早矢楓安城学園高等学校 ＪＯＣジュニアオリンピックカップ陸上競技(走高跳) 1位
岩月　良弥 愛知県/岡崎壮年クラブ ねんりんピック富山2018 　ソフトテニス交流大会 3位
森本　真央 県立安城東高等学校 第12回全日本テコンドー選手権大会(-53ｋｇ級) 3位
遠藤　駿 桜井小学校 JOCジュニアオリンピックカップテコンドー選手権大会(小学2

年-24ｋｇ)
 1位

近藤　未空 安城学園高等学校 令和元年度高校総体陸上選手権大会秩父宮賜杯(円盤投) 1位
小寺　波音 安城学園高等学校 令和元年度高校総体陸上選手権大会秩父宮賜杯(三段跳) 1位
富田　大智 中京大中京高等学校 令和元年度高校総体陸上選手権大会秩父宮賜杯(4×100

ｍ/4×400ｍ)
1位/2位

梅本　咲和 丈山小学校 2019全日本ジュニア体操競技選手権大会東西決勝大会(B
クラス)

平均台3位
床3位

妹尾　美郷 AICHI DREAM RUSH/
桜井中学校

第19回全日本中学生男女ソフトボール大会 2位

岩月　優衣 AICHI DREAM RUSH/
桜井中学校

　　　　　　　　　　　　同上 2位

福　隼希 愛知ＴopGunRZ 第16回全日本一般男子ソフトボール大会 1位
山本　健太郎 愛知ＴopGunRZ 　　　　　　　　　　　　同上 1位
村上　義伸 愛知ＴopGunRZ 　　　　　　　　　　　　同上 1位
大曽根　魁志 デンソー工業学園 2019年度全国高等学校定通体育大会陸上競技(1500ｍ

/3000SC)
3位/3位

金子　仁哉 デンソー工業学園 2019年度全国高等学校定通体育大会陸上競技(4×100ｍ) 1位
杉浦　由依 デンソー工業学園 2019年度全国高等学校定通体育大会陸上競技(3000ｍ) 2位
角田　侑哉 デンソー工業学園 2019年度全国高等学校定通体育大会陸上競技(走幅跳/三

段跳)
2位/3位

橋本　陸馬 デンソー工業学園 2019年度全国高等学校定通体育大会陸上競技(400ｍH/4
×100ｍ)

1位/1位

八田　彩伽 デンソー工業学園 2019年度全国高等学校定通体育大会陸上競技(100ｍH) 3位
綾部　俊哉 デンソー工業学園 2019年度全国高等学校定通体育大会陸上競技(4×400ｍ

/400ｍ)
1位/3位

清水　源樹 デンソー工業学園 2019年度全国高等学校定通体育大会陸上競技(走幅跳/走
高跳)

1位/1位

山本　空人 デンソー工業学園 2019年度全国高等学校定通体育大会陸上競技(5000ｍ) 1位
森重　ひより 安城西中学校 第12回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会(中学1年女

子48ｋｇ未満)
1位

遠藤　彰 桜井小学校 第12回全日本ジュニアテコンドー大会東日本地区大会(小
学4年-33㎏)

2位

鈴木　紀世子 Joker 第26回東海・北陸ブロックインディアカ静岡県焼津大会(シ
ニア男女混合)

1位

前田　拓人 愛知県/ぬくもりワークス 第19回全国障害者スポーツ大会北信越・東海ブロック予選
会(ソフトボール)

1位

石川　翔也 愛知県/ぬくもりワークス 　　　　　　　　　　　　同上 1位

石川　福男 愛知県 　　　　　　　　　　　　同上 1位
福山　斗真 アイシン精機 第19回全国障害者スポーツ大会北信越・東海ブロック予選

会(バレーボール)
1位

猪谷　雅樹 豊田自動織機 　　　　　　　　　　　　同上 1位
宇野　琳太郎 安城学園高等学校 第66回東海高等学校総合体育大会陸上競技(走高跳) 1位
鶴岡　美菜 愛知みずほ大学瑞穂高

校
第66回東海高等学校総合体育大会卓球競技(団体) 1位

伊藤　日陽 県立安城高等学校 令和元年度東海ブロックライフル射撃競技選手権大会(ビー
ムピストル60発)

1位

藤岡　呂嵩 桜井中学校/西尾LTC 東海ジュニアテニストーナメントU14シングルス 3位



丹羽　悠貴 ホワイトベアーズＢＢＣ/
安城西中

第18回全国中学生都道府県対抗野球大会　愛知大会 1位

多田隈　大河 ホワイトベアーズＢＢＣ/
安城西中

　　　　　　　　　　　　同上 1位

溝﨑　悠貴 ホワイトベアーズＢＢＣ/
安城西中

　　　　　　　　　　　　同上 1位

簗瀬　咲桜 岡崎JVC/二本木小学
校

第16回愛知県スポーツ少年団バレーボール交流大会 1位

東　穂乃花 岡崎JVC/梨の里小学
校

　　　　　　　　　　　　同上 1位

山口　柚香 岡崎JVC/桜井小学校 　　　　　　　　　　　　同上 1位
田島　朱音 岡崎JVC/西部小学校 第39回全日本バレーボール小学生大会（令和元年度）愛知

県大会
1位

川澄　樹 岡崎JVC/二本木小学
校

　　　　　　　　　　　　同上 1位

松井　菜々美 岡崎JVC/二本木小学
校

　　　　　　　　　　　　同上 1位

川澄　瑠華 岡崎JVC/二本木小学
校

　　　　　　　　　　　　同上 1位

加藤　翔亜 岡崎葵ボーイズ/中部
小学校

ボーイズリーグ第49回春季全国大会愛知県東支部予選(硬
式野球)

1位

髙橋　俊樹 岡崎葵ボーイズ/桜町
小学校

　　　　　　　　　　　　同上 1位

永井　天舞 安城北中学校 第18回愛知県中学生空手道選手権大会(女子個人形) 1位
岡本　隼翔 東山中学校 第41回愛知県中学生相撲大会(無差別級　個人) 1位
石川　遥都 篠目中学校 第41回愛知県中学生相撲大会(75ｋｇ以下級　個人/団体) 1位/1位
岩月　徹平 篠目中学校 第41回愛知県中学生相撲大会(団体) 1位
小椋　遥海 桜丘中学校 第73回愛知県中学校総合体育大会　柔道競技(女子個人

70ｋｇ級)
1位

神谷　昂成 安城西中学校/豊田
AFC

パロマカップ第34回JCYサッカー選手権（U-15）愛知県決勝 1位

柏﨑　祐毅 作野小学校 愛知県小学生陸上競技選手権大会(5年生走幅跳) 1位
松原　帆南 里町小学校(現東山中

学校)
第13回愛知県市町村対抗駅伝競走大会(市の部　4区) 区間賞

渡邉　陽奈太 新田小学校(現安城北
中学校)

第13回愛知県市町村対抗駅伝競走大会(市の部　6区) 区間賞

佐竹　悠大 安城北中学校/安城SS 愛知県ジュニアオリンピック水泳競技大会(13・14歳50ｍ背泳) 1位

幸島　林檎 STINGS　Jr.OCEAN
WINS/西中

第8回愛知県ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会(U-14女
子)

1位



【優秀団体】
日清食品カップ第35回全国小学生陸上競技交流会 1位

3位
1位

JFA　第24回全日本U-15フットサル選手権大会 1位
JFAバーモントカップ第29回全日本U-12フットサル選手権
大会

1位

令和元年度全国高等学校定時制通信制体育大会バレー
ボール競技大会

1位

令和元年度全国高等学校定時制通信制体育大会第52回ソ
フトテニス大会

団体1位

第73回国民体育大会　　バスケットボール競技 1位
第33回全日本壮年ソフトボール大会 1位
第21回全国ヤングバレーボールクラブ　男女優勝大会Ｕ19 1位
第15回全日本インディアカトーナメント大会 1位
水戸市長杯第26回東日本軟式野球選手権大会 1位
第33回全日本小学生男子ソフトボール大会 2位
令和元年度全国高等学校定時制通信制体育大会第52回ソ
フトテニス大会

団体3位

AIGプレゼンツMLBCUP2019　リトルリーグ野球　東海連盟大
会

1位

JA共済杯　第53回全日本リトルリーグ野球選手権　東海連盟
大会

1位

安城ＪＡＣ　東海大会リレーチーム 第36回東海小学生リレー競走大会　男女混合4×100ｍR 3位
安城ＪＡＣ　県大会陸上チーム 第32回愛知県小学生陸上選手権大会 1位

第33回全日本小学生男子ソフトボール大会　愛知県予選会 1位

安城リトルリーグ野球協会　ＭＬＢカッ
プ2019チーム

安城リトルリーグ野球協会　リトルリーグ
東海大会チーム

桜井スポーツ少年団

愛知親睦クラブ壮年　ソフトボールチー
ＯＣＥＡＮ　ＷＩＮＳ　U19チーム
ＣＯＬＯＲ
ＧＴＲニッセイ
桜林ジュニアソフトボールクラブ
デンソー工業学園　女子ソフトテニス部

安城ＪＡＣ　　2019リレーチーム

ＢＲＩＮＣＡＲ　ＦＣ　U15チーム
ＢＲＩＮＣＡＲ　ＦＣ　U12チーム

デンソー工業学園　男子バレーボール
部

デンソー工業学園　男子ソフトテニス部

安城学園高等学校　女子バスケット


