
平成２７年随時表彰者一覧 

＜特別栄誉賞・個人＞ 

[平成 27年 4月 2日受賞] 

宮原 知子 （スケート 関西大学 高等部） 

世界フィギュアスケート選手権大会 女子シングル 銀メダル 

 

 [平成 27年 11月 16日受賞] 

宮崎 秀吉 （陸上競技 京都マスターズ陸上競技連盟） 

京都マスターズ秋季記録会（宮崎秀吉世界記録挑戦会） 

男子 105～109歳の部 100ｍ 42秒 22（世界マスターズ記録）  

砲丸投 3ｍ25（世界マスターズ記録） 

  

[平成 28年 1月 12日受賞] 

海堀 あゆみ （サッカー INAC神戸レオネッサ） 

ＦＩＦＡ女子ワールドカップカナダ２０１５ 準優勝 

  

＜かがやき賞・団体＞ 

[平成 27年 12月 14日受賞] 

立命館大学体育会女子陸上競技部 駅伝チーム （陸上競技） 

第 33回全日本大学女子駅伝競走対校選手権大会 優勝 

  

＜優秀賞・個人＞ 

[平成 27年 7月 10日受賞] 

林 勇気 （アーチェリー (株)堀場製作所） 

2015ワールドカップ アンタルヤ大会 リカーブ部門 女子団体優勝 

  

 [平成 27年 8月 21日受賞] 

貫井 みさき （なぎなた 京都府立久御山高等学校 教諭） 

第６回世界なぎなた選手権大会 演技の部及び試合の部団体 優勝 

 

 

 

 



 [平成 27年 8月 26日受賞] 

谷口 莉菜 （ウエイトリフティング 京都府立鳥羽高等学校） 

第 17回全国高等学校女子ウエイトリフティング競技選手権大会  

53kg級クリーン＆ジャーク、トータル 優勝 

 

武藤 瑠香 （ウエイトリフティング 京都府立加悦谷高等学校） 

第 17回全国高等学校女子ウエイトリフティング競技選手権大会 

        48kg級クリーン＆ジャーク 優勝 

 

岡田 花奈 （ウエイトリフティング 京都府立加悦谷高等学校） 

第 17回全国高等学校女子ウエイトリフティング競技選手権大会 

                   53kg級スナッチ 優勝 

 

大本 里佳 （水泳 立命館高等学校） 

平成 27年度全国高等学校総合体育大会 水泳競技（競泳） 

女子 200m個人メドレー 優勝 

 

藤原 ゆりの （水泳 立命館高等学校） 

平成 27年度全国高等学校総合体育大会 水泳競技（飛込） 

女子シンクロナイズド 3m飛板飛込 優勝 

 

髙村 烈司 （テニス 京都外大西高等学校） 

平成 27年度全国高等学校総合体育大会 テニス競技 男子ダブルス 優勝 

 

平山 浩大 （テニス 京都外大西高等学校） 

平成 27年度全国高等学校総合体育大会 テニス競技 男子ダブルス 優勝 

 

野﨑 千皓 （陸上競技 洛南高等学校） 

平成 27年度全国高等学校総合体育大会 陸上競技 男子三段跳 優勝 

 

 



田上 駿 （陸上競技 洛南高等学校） 

平成 27年度全国高等学校総合体育大会 陸上競技 男子八種競技 優勝 

 

 [平成 27年 9月 10日受賞] 

伊藤 舞 （陸上競技 大塚製薬） 

第 15回世界陸上競技選手権大会 女子マラソン ７位入賞 

 

[平成 27年 11月 17日受賞] 

荒賀 慎太郎 （空手 京都産業大学） 

第 70回国民体育大会 成年男子 組手個人軽量級 優勝 

 

荒賀 龍太郎 （空手 荒賀道場） 

第 70回国民体育大会 成年男子 組手個人重量級 優勝 

 

大本 里佳 （水泳 立命館高等学校） 

第 70回国民体育大会 少年女子 A 400m個人メドレー 優勝 

 

辰巳 海斗 （水泳 京都外大西高等学校） 

第 70回国民体育大会 少年男子 B 400m自由形 優勝 

 

髙栁 祐太 （水泳 京都外大西高等学校） 

第 70回国民体育大会 少年男子 A 400m自由形 優勝 

 

野﨑 千皓 （陸上競技 洛南高等学校） 

第 70回国民体育大会 少年男子 A 走幅跳 優勝 

  

豊田 将樹 （陸上競技 洛南高等学校） 

第 70回国民体育大会 少年男子 A 400mハードル 優勝 

 

 



宮本 大輔 （陸上競技 洛南高等学校） 

第 70回国民体育大会 少年男子 B 100m 優勝 

 

 [平成 28年 1月 21日受賞] 

大島 祐哉 （卓球 早稲田大学） 

ITTFワールドツアー2015 グランドファイナル 男子ダブルス 優勝 

 

[平成 28年 2月 28日受賞] 

  菅野 七虹  （陸上競技 立命館大学） 

       第 28回ユニバーシアード競技大会 陸上競技 ハーフマラソン  

女子団体 優勝、個人 ２位 

 

＜優秀賞・団体＞ 

[平成 27年 8月 26日受賞] 

京都府立鳥羽高等学校 ウエイトリフティング部 女子チーム  

（ウエイトリフティング） 

第 17回全国高等学校女子ウエイトリフティング競技選手権大会 女子 学校対抗 優勝 

 

洛南高等学校 陸上競技部 （陸上競技） 

平成 27年度全国高等学校総合体育大会 陸上競技 男子 学校対抗 優勝 

 

 [平成 27年 8月 31日受賞] 

同志社大学 フットサルクラブ トレボル （サッカー（フットサル）） 

第１１回全日本大学フットサル選手権大会 優勝 

 

[平成 27年 11月 3日受賞] 

ＳＥＣカーボン株式会社 軟式野球部 （軟式野球） 

天皇賜杯第 70回全日本軟式野球大会 優勝 

 

 [平成 27年 11月 17日受賞] 

第 70回国民体育大会 空手道競技 組手団体 京都府チーム （空手） 

第 70回国民体育大会 組手団体 優勝 



第 70回国民体育大会 ソフトテニス競技 女子チーム (ソフトテニス) 

第 70回国民体育大会 ソフトテニス競技 女子総合 優勝 

 

第 70回国民体育大会 陸上競技 男女チーム （陸上競技） 

第 70回国民体育大会 陸上競技 男女 総合優勝 

 

第 70回国民体育大会 陸上競技 成年少年女子共通リレーチーム 

（陸上競技） 

第 70回国民体育大会 陸上競技 成年少年女子共通 4×100mリレー 優勝 

 

[平成 27年 12月 14日受賞] 

立命館大学体育会女子陸上競技部 駅伝チーム （陸上競技） 

第 33回全日本大学女子駅伝競走対校選手権大会 優勝 

 

[平成 28年 2月 28日受賞] 

立命館大学体育会女子陸上競技部 （陸上競技） 

天皇賜杯第 84回日本学生陸上競技対校選手権大会 女子トラックの部・総合 

優勝 

 

立命館大学体育会女子陸上競技部 リレーチーム （陸上競技） 

              天皇賜杯第 84回日本学生陸上競技対校選手権大会 4×100ｍリレー 優勝 

 

立命館大学体育会 女子陸上競技部 駅伝チーム （陸上競技） 

2016全日本大学女子選抜駅伝競走 優勝 

 

＜未来くん賞・個人＞ 

[平成 27年 11月 16日受賞] 

清水 美海 （レスリング 京丹後市立網野中学校） 

2015年レスリング世界カデット選手権 女子 38kg級 優勝 

 

 

 



山元 悠叶 （水泳 京都市立峰ヶ岡中学校） 

平成 27年度全国中学校体育大会  

水泳（競泳）競技 100m背泳ぎ、200m背泳ぎ 優勝 

 

[平成 27年 11月 17日受賞] 

山元 悠叶 （水泳 京都市立峰ヶ岡中学校） 

第 70回国民体育大会 少年男子 B 100m背泳ぎ 優勝 

 

 

＜未来くん賞・団体＞ 

[平成 27年７月２日受賞] 

京都サンガＦ．Ｃ．Ｕ－１５チーム （サッカー） 

ＪＦＡプレミアカップ２０１５ 優勝 

 

 [平成 27年 9月 9日受賞] 

陵ヶ岡 （バレーボール） 

第 35回全日本バレーボール小学生大会 混合の部 優勝 

 

洛南ジュニア （バレーボール） 

第 35回全日本バレーボール小学生大会 女子の部 準優勝 

 

 [平成 27年 11月 16日受賞] 

京都市立樫原中学校ソフトボール部 （ソフトボール） 

平成 27年度全国中学校体育大会 ソフトボール競技 優勝 

 

 [平成 27年 12月 16日受賞] 

京都市立桂中学校陸上競技部女子駅伝チーム （陸上競技） 

平成 27年度全国中学校体育大会第 23回全国中学校駅伝大会 優勝 

   平成 27年度近畿中学校総合体育大会兼第 30回近畿中学校女子駅伝競走大会 

   優勝 


