
 

 

既受賞者 
＜特別功労賞・個人＞  
［平成 30年 10月 23日受賞］ 

  前田 佳代乃 （自転車競技 京都府自転車競技連盟） 

   自転車競技での長年にわたる輝かしい競技実績並びに競技の普及・発展や本府

及び我が国のスポーツ振興への功績 

 

＜特別栄誉賞・個人＞  
［平成 30年 4月 12日受賞］ 

  宮原 知子 （フィギュアスケート競技 関西大学） 

   世界フィギュアスケート選手権大会 2018 女子シングル ３位 

 

［平成 30年 12月 27日受賞］ 

  吉岡 美帆 （セーリング競技 株式会社ベネッセホールディングス） 

   2018セーリング・ワールド・チャンピオンシップ 女子 470級 優勝 

 

＜優秀賞・個人＞ 
［平成 30年 8月 31日受賞］ 

  駒井 斗馬 （陸上競技 京都府立西城陽高等学校） 

   平成 30年度全国高等学校総合体育大会 男子八種競技 優勝 

  

  壹岐 あいこ （陸上競技 京都橘高等学校） 

   平成 30年度全国高等学校総合体育大会 女子 200m 優勝 

     

    池田 涼香 （陸上競技  京都府立鳥羽高等学校） 

   平成 30年度全国高等学校総合体育大会 女子七種競技 優勝 

 

  又木 愛紗 （水泳（競泳） 京都外大西高等学校） 

   平成 30年度全国高等学校総合体育大会 女子 200m背泳ぎ 優勝 

 

  岡田 恵里佳 （柔道 立命館宇治高等学校） 

   平成 30年度全国高等学校総合体育大会 女子 57kg級 優勝 

 

  髙橋 夢大 （レスリング 京都府立網野高等学校） 

   平成 30年度全国高等学校総合体育大会 男子 80kg級 優勝 

 

  伊藤 海 （レスリング 京都府立網野高等学校） 

   平成 30年度全国高等学校総合体育大会 女子 47kg級 優勝 

 

 



 

 

  今井 佑海 （レスリング 京都府立海洋高等学校） 

   平成 30年度全国高等学校総合体育大会 女子 53㎏級 優勝 

 

  谷内 健太 （自転車競技 京都府立北桑田高等学校） 

   平成 30年度全国高等学校総合体育大会 男子 4km速度競走 優勝 

   

武藤 理恵瑠 （ウエイトリフティング 京都府立加悦谷高等学校） 

   第 20回全国高等学校女子ウエイトリフティング選手権大会 48kg 優勝 

 

  橋本 菫 （ウエイトリフティング 京都府立鳥羽高等学校） 

   第 20回全国高等学校女子ウエイトリフティング選手権大会 63kg級 優勝 

 

［平成 30年 10月 2日受賞］ 

  石田 紗也佳 （相撲 京都両洋高等学校） 

   第７回世界ジュニア女子相撲選手権大会 軽量級 ３位 

 

［平成 30年 11月 22日受賞］ 

  荒賀 龍太郎 （空手道 荒賀道場） 

   第 18回アジア競技大会 空手道競技 男子組手 84㎏ 優勝 

 

  弓良 隆行 （馬術 乗馬クラブクレイン） 

   第 18回アジア競技大会 馬術競技 総合馬術団体 優勝 

 

  佐渡 一毅 （馬術 日本中央競馬会） 

   第 18回アジア競技大会 馬術競技 馬場馬術団体 優勝 

 

  岩﨑 拓夫 （パラグライディング 日東精工株式会社） 

   第 18回アジア競技大会 パラグライディング競技 

男子クロスカントリー団体 優勝 

 

  吉岡 美帆 （セーリング 株式会社ベネッセホールディングス） 

   第 18回アジア競技大会 セーリング競技 女子 470級  優勝 

 

  岩崎 悠人 （サッカー  京都サンガＦ．Ｃ．） 

   第 18回アジア競技大会 サッカー競技 男子 ２位 

 

［平成 30年 11月 27日受賞］ 

  遠山 秀雄 （ボート 日本体育大学） 

   第 73回国民体育大会 ボート競技 成年男子 シングルスカル 優勝 

 

 



 

 

  伊藤 駿 （レスリング 早稲田大学） 

   第 73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 74㎏級 優勝 

 

  髙橋 夢大 （レスリング 京都府立網野高等学校） 

   第 73回国民体育大会 レスリング競技 少年男子  

フリースタイル 80㎏級 優勝 

 

  柏木 良太 （ウエイトリフティング 京都府立鳥羽高等学校） 

   第 73回国民体育大会 少年男子 ウエイトリフティング競技 94㎏級 優勝 

 

  田中 透也 （空手道 大阪学芸高等学校） 

   第 73回国民体育大会 空手道競技 少年男子 形 優勝 

 

  澤田 比奈 （陸上競技  アースカラーズぷろぼの新大宮） 

   第 18回全国障害者スポーツ大会 陸上競技 女子 50m 優勝 

 

  並河 賢 （陸上競技 京都府庁） 

   第 18回全国障害者スポーツ大会 陸上競技 男子 100m・立幅跳 優勝 

 

  馬場 和也 （陸上競技  京都市上下水道局南部営業所） 

   第 18回全国障害者スポーツ大会 陸上競技 男子 1500m 優勝 

 

  柿並 高光 （陸上競技  京都市洛南障害者授産所） 

   第 18回全国障害者スポーツ大会 陸上競技 男子 100m・ソフトボール投 優勝 

 

  堀 栄子 （陸上競技 京都市下京区） 

   第 18回全国障害者スポーツ大会 陸上競技 女子ジャベリックスロー 優勝 

 

  釼持 誠 （陸上競技 舞鶴支援学校） 

   第 18回全国障害者スポーツ大会 陸上競技 少年男子ソフトボール投 優勝 

 

  稲田 由 （陸上競技 城陽支援学校） 

   第 18回全国障害者スポーツ大会 陸上競技 少年女子 50m 優勝 

 

  福田 久美子 （陸上競技 宇治支援学校） 

   第18回全国障害者スポーツ大会 陸上競技 少年女子ジャベリックスロー 優勝 

 

  山副 陽智 （水泳 白河総合支援学校） 

   第 18回全国障害者スポーツ大会 水泳競技 少年男子 25m平泳ぎ 優勝 



 

 

  北川 政延 （アーチェリー 京都市伏見区） 

   第 18回全国障害者スポーツ大会 アーチェリー競技  

男子リカーブ 30mダブルラウンド 優勝 

 

  窪野 貴雅 （卓球 宇治支援学校） 

   第 18回全国障害者スポーツ大会 卓球競技 男子一般卓球 優勝 

 

  兒玉 三智夫 （フライングディスク あまづキッチン） 

   第 18回全国障害者スポーツ大会 フライングディスク競技  

男子アキュラシーディスリート・ファイブ 優勝  

 

［平成 31年 1月 9日受賞］ 

  笠松 順 （ドッジボール 長岡京市立第五小学校） 

   第４回アジアカップ ドッジボール大会 男子 13歳以上の部 優勝 

 

  笠松 哲也 （ドッジボール 八幡市立八幡小学校） 

   第４回アジアカップ ドッジボール大会 男子 13歳以上の部 優勝 

 

  湯川 鈴 （ドッジボール 京都府立西乙訓高等学校） 

   第４回アジアカップ ドッジボール大会 女子 13歳以上の部 優勝 

 

＜優秀賞・団体＞ 
［平成 30年 8月 31日受賞］ 

  京都外大西高等学校水泳部男子 4×100mメドレーリレーチーム  

（水泳（競泳） 京都外大西高等学校） 

   平成 30年度全国高等学校総合体育大会 水泳競技  

男子 4×100mメドレーリレー 優勝 

 

  京都府立朱雀高等学校通信制課程卓球部女子団体 

                （卓球 京都府立朱雀高等学校通信制課程） 

   平成 30年度全国高等学校定時制通信制体育大会 卓球競技女子団体 優勝 

 

［平成 30年 10月 2日受賞］ 

  京都両洋高等学校女子硬式野球部 （野球 京都両洋高等学校） 

   第 22回全国高等学校女子硬式野球選手権大会 優勝 

 

［平成 30年 11月 27日受賞］ 

  第 73回国民体育大会バレーボール競技少年男子京都府チーム  

（バレーボール） 

   第 73回国民体育大会 バレーボール競技 少年男子 優勝 

 



 

 

  第 73回国民体育大会フェンシング競技少年女子団体フルーレ 

京都府チーム （フェンシング） 

   第 73回国民体育大会 フェンシング競技 少年女子団体フルーレ 優勝 

 

＜未来くん賞・個人＞ 
［平成 30年 10月 29日受賞］ 

  井上  堅斗 （陸上競技  相楽東部広域連合立和束中学校） 

   平成 30年度全国中学校体育大会 陸上競技 男子砲丸投 優勝 

 

  三好 こころ （陸上競技 城陽市立東城陽中学校） 

   平成 30年度全国中学校体育大会 陸上競技 女子走高跳 ３位 

 

  佐藤 圭汰 （陸上競技 京都市立蜂ヶ岡中学校） 

   平成 30年度全国中学校体育大会 陸上競技 男子 1500m ３位 

 

  鍵本 彩夏 （水泳（競泳） 舞鶴市立城北中学校） 

   平成 30年度全国中学校体育大会 水泳競技 女子 200m平泳ぎ ３位 

 

  飯村 一輝 （フェンシング 龍谷大学付属平安中学校） 

   第 4回全国中学生フェンシング選手権大会 男子フルーレ 優勝 

 

 西川 勝之 （ウエイトリフティング 宇治市立西小倉中学校） 

   第 32回男子全国中学生ウエイトリフティング競技選手権大会  

85kg級スナッチ、クリーン&ジャーク、トータル 優勝 

 

  川﨑 菜々紗 （ウエイトリフティング 宮津市立栗田中学校） 

   第 17回女子全国中学生ウエイトリフティング競技選手権大会  

44kg級スナッチ、クリーン&ジャーク、トータル 優勝 

 

  川﨑 涼雅 （ウエイトリフティング 宮津市立栗田中学校） 

   第 32回男子全国中学生ウエイトリフティング競技選手権大会  

69kg級スナッチ ２位 クリーン&ジャーク、トータル 優勝 

 

  東 楽映 （ウエイトリフティング 宮津市立栗田中学校） 

   第 32回男子全国中学生ウエイトリフティング競技選手権大会  

50kg級スナッチ ２位 クリーン&ジャーク、トータル ３位 

 

＜未来くん賞・団体＞ 

  山科中学フェニックス （ゲートボール） 

   第 23回全国ジュニアゲートボール大会 ジュニア２部クラス 優勝 



 

 

 

  京都精華学園中学校男子バスケットボール部  

（バスケットボール 京都精華学園中学校） 

   平成 30年度全国中学校体育大会 バスケットボール競技男子 ３位 

 

  京丹波町立瑞穂中学校女子ホッケー部  

（ホッケー 京丹波町立瑞穂中学校） 

   第 48回全日本中学生ホッケー選手権大会 女子 ３位 

 

  一燈園中学校少林寺拳法部 （少林寺拳法 一燈園中学校） 

   第 12回全国中学生少林寺拳法大会 ３位 

 

龍谷大学付属平安中学校フェンシング部 
（フェンシング 龍谷大学付属平安中学校） 

   第 4回全国中学生フェンシング選手権大会 女子団体 ３位 

 

  京都市立桂中学校 陸上競技部女子駅伝チーム 
                    （陸上競技 京都市立桂中学校） 

   平成 30年度全国中学校体育大会 第 26回全国中学校駅伝大会 女子 優勝 

 

  京都市立桂中学校 陸上競技部男子駅伝チーム  

（陸上競技 京都市立桂中学校） 

   平成 30年度全国中学校体育大会 第 26回全国中学校駅伝大会 男子 優勝 

 

 

 


