
平成 30年京都府スポーツ賞（定時表彰）受賞者一覧（敬称略） 
 

本年の受賞者は、特別栄誉賞個人（３名） 功労賞個人（26名） かがやき賞（１名） 優秀賞

個人（111名） 優秀賞団体（28団体） 未来くん賞個人（75名） 未来くん賞団体（29 団体） 

マスターズ賞個人（33名） マスターズ賞団体（３団体） 以上です。 

 

 

【特別栄誉賞（個人）】 

・加藤 和春   [京都水泳協会] 

・木本 馨    [京都ボート協会] 

・藤井 博志   [上賀茂体育振興会] 

 

【功労賞（個人）】 

○地域スポーツ振興功労 

・岩堀 耕二   [京都市スポーツ推進委員会] 

・倉冨 寅一   [東山区体育振興会連合会] 

・近藤 和雄   [京都市スポーツ推進委員会] 

・澤田 勝利   [京都市スポーツ推進委員会] 

・杉本 実    [左京区体育振興会連合会] 

・玉岩 英男   [京都市スポーツ推進委員会] 

・徳田 悦子   [京都市スポーツ推進委員会] 

・中路 雅之   [京都市スポーツ推進委員会] 

・西島 栄治   [井手町体育協会] 

・本多 宏次   [京都市スポーツ推進委員会] 

 

○競技スポーツ振興功労 

・岩田 和義   [京都府相撲連盟] 

・岩間 博    [京都府バレーボール協会] 

・加藤 裕昭   [京都府弓道連盟] 

・國松 美子   [京都府ソフトテニス連盟] 

・関 隆宏    [一般財団法人京都陸上競技協会] 

・橘 功三    [京都府トライアスロン協会] 

・綱村 昭彦   [京都府バレーボール協会] 

・中澤 賢一   [亀岡市陸上競技協会] 

・中山 則男   [京都府ソフトテニス連盟] 

・服部 晃佳   [京都府レクリエーション協会] 

・藤井 透    [京都水泳協会] 

・坊奥 正樹   [京都体操協会] 

・山内 照幸   [亀岡市ソフトテニス連盟] 

 

○選手育成功労 

・近藤 博史   [一般財団法人京都陸上競技協会] 

・森本 康裕   [一般財団法人京都陸上競技協会] 

・山本 綱義   [一般社団法人京都府バスケットボール協会] 

 

【かがやき賞（個人）】 

・古川 潤    [パワーリフティング] 

 

【優秀賞（個人）】 

○社会人 

・浅田 真児   [アーチェリー] 

・荒賀 龍太郎  [空手道] 

・浦上 洋一郎  [アームレスリング] 

・大西 翔子   [パワーリフティング] 

・郝 以華    [武術太極拳] 



・河内 晴大   [アームレスリング] 

・栗山 廣大   [テコンドー] 

・櫻井 元基   [水泳] 

・田原 紘樹   [ボブスレー] 

・堤 彩夏    [パワーリフティング] 

・寺村 真美子  [水泳] 

・成川 晃一   [アーチェリー] 

・林 勇気    [アーチェリー] 

・藤本 美    [剣道] 

・和田 麻希   [陸上競技] 

 

○大学生 

・安住 早代   [空手道] 

・阿部 有沙   [ライフル射撃] 

・天野 愛理   [ライフル射撃] 

・井﨑 茅夏   [ウエイトリフティング] 

・石川 莉子   [ハンドボール] 

・石濱 塁    [ハンドボール] 

・今井 悠翔   [テニス] 

・井本 佳伸   [陸上競技] 

・岩井 龍之介  [オリエンテーリング] 

・上岡 俊介   [ソフトテニス] 

・梅景 唯    [空手道] 

・岡崎 慧    [日本拳法] 

・小川 彩月   [空手道] 

・尾立 佳菜子  [空手道] 

・梶尾 明日香  [ソフトテニス] 

・梶原 龍斗   [空手道] 

・柏木 麻希   [ウエイトリフティング] 

・釜口 幸樹   [空手道] 

・木村 友大   [陸上競技] 

・小林 大起   [陸上競技] 

・今 日和    [相撲] 

・近藤 菜月   [自転車] 

・坂本 佳乃子  [日本拳法] 

・笹島 航太   [テニス] 

・佐藤 夏己   [ソフトボール] 

・佐藤 匡哉   [ピストル射撃] 

・塩見 綾乃   [陸上競技] 

・重藤 駿介   [ハンドボール] 

・志田 駿太郎  [カヌー] 

・島田 都希   [ウエイトリフティング] 

・嶋田 力斗   [空手道] 

・清水 那月   [空手道] 

・清水 里佳子   [ウエイトリフティング] 

・武田 亮子   [柔道] 

・田中 芽生   [柔道] 

・棚田 大志   [カヌー] 

・友野 一希   [スケート] 

・中井 唯晶   [自転車] 

・中冨 尚子   [自転車] 

・中野 壮一朗  [空手道] 

・中村 知江里  [カヌー] 

・中山 菜々美  [トライアスロン] 

・西村 かなえ  [アーチェリー] 



・野崎 舞夏星  [相撲] 

・野村 優    [パワーリフティング] 

・橋本 奈津   [陸上競技] 

・長谷 胤午   [ウエイトリフティング] 

・畑野 修平   [ホッケー] 

・林 誠太朗   [ソフトテニス] 

・福村 寿華   [アーティスティックスイミング] 

・藤井 健太郎  [ラグビーフットボール] 

・古川 潤    [パワーリフティング] 

・ヘンプヒル 恵 [陸上競技] 

・堀川 周一   [卓球] 

・三橋 凱    [パワーリフティング] 

・三橋 由莉子  [アーティスティックスイミング] 

・南 夏津美   [ハンドボール] 

・森田 靖    [陸上競技] 

・門澤 稜    [アーチェリー] 

・安原 嘉美   [ウエイトリフティング] 

・山嵜 舞子   [アーティスティックスイミング] 

・吉岡 衛    [自転車] 

・渡邉 えみ里  [カヌー] 

・渡辺 晃大   [ホッケー] 

 

○高校生 

・石田 知輝   [ハンドボール] 

・糸井 夕奈   [ウエイトリフティング] 

・伊藤 海    [レスリング] 

・乾 夕月    [相撲] 

・今井 佑海   [レスリング] 

・今村 咲    [テニス] 

・笠垣 杏介   [卓球] 

・柏木 良太   [ウエイトリフティング] 

・川瀬 由華   [アーティスティックスイミング] 

・北村 真那   [アーティスティックスイミング] 

・熊谷 日奈多  [アーティスティックスイミング] 

・駒井 斗馬   [陸上競技] 

・澤島 さくら  [空手道] 

・白岩 優奈   [スケート] 

・髙橋 夢大   [レスリング] 

・竹澤 志緒里  [フェンシング] 

・田中 透也   [空手道] 

・寺山 珠樹   [フェンシング] 

・徳山 哲平   [トライアスロン] 

・中野 桂太   [サッカー] 

・中野 瑠馬   [サッカー] 

・橋本 菫    [ウエイトリフティング] 

・藤田 るり   [空手道] 

・二村 莞司   [ラグビーフットボール] 

・又木 愛紗   [水泳] 

・松本 葵    [パワーリフティング] 

・三浦 哲史   [レスリング] 

・三浦 龍司   [陸上競技] 

・宮本 麻衣   [フットサル] 

・武藤 理恵瑠  [ウエイトリフティング] 

・安田 明香里  [ボウリング] 

・山田 琴音   [アーティスティックスイミング] 



【優秀賞（団体）】 

○社会人   

・京都消防ろぶすたぁ                      [綱引] 

 

○大学生 

・同志社大学体育会居合道部                   [居合道] 

・同志社大学体育会カヌー部 宍戸美華・五十嵐結衣ペア      [カヌー] 

・同志社大学体育会カヌー部 村野武広・木村大翔ペア       [カヌー] 

・同志社大学体育会空手道部（女子）               [空手道] 

・同志社大学体育会空手道部（男子）               [空手道] 

・同志社大学体育会少林寺拳法部（女子）             [少林寺拳法] 

・同志社大学体育会少林寺拳法部 稲垣江梨花・橋本実咲組     [少林寺拳法] 

・立命館大学体育会カヌー部 田口晃平・棚田大志ペア       [カヌー] 

・立命館大学体育会カヌー部男子カナディアンフォア        [カヌー] 

・立命館大学体育会カヌー部男子カヤックチーム          [カヌー] 

・立命館大学体育会カヌー部男子カヤックフォア          [カヌー] 

・立命館大学体育会カヌー部男子カヤックリレーチーム       [カヌー] 

・立命館大学体育会カヌー部（男子）               [カヌー] 

・立命館大学体育会弓道部（女子）                [弓道] 

・立命館大学体育会弓道部（男子）                [弓道] 

・立命館大学体育会女子陸上競技部４×400ｍリレーチーム      [陸上競技] 

・立命館大学体育会相撲部（女子）                [相撲] 

・立命館大学体育会ホッケー部（男子）              [ホッケー] 

・立命館大学体育会日本拳法部（女子）              [日本拳法] 

・立命館大学体育会ボート部女子エイトチーム           [ボート] 

・立命館大学体育会ボート部女子舵手付きフォアチーム       [ボート] 

・立命館大学体育会ボート部女子舵手なしペアチーム        [ボート] 

・立命館大学体育会ヨット部スナイプ級 側田晴楽・森嶋衿香チーム [ヨット] 

・龍谷大学学友会体育局柔道部（女子）              [柔道] 

・龍谷大学学友会体育局端艇部男子舵手なしクォドルプル      [ボート] 

  

○高校生 

・一燈園中学・高校 少林寺拳法部                [少林寺拳法] 

・龍谷大学付属平安高等学校男子フルーレチーム          [フェンシング] 

 

【未来くん賞（個人）】 

○中学生 

・安達 真美   [水泳] 

・飯村 一輝   [フェンシング] 

・井上 こころ  [相撲] 

・井上 晴稀   [陸上競技] 

・井上 桃花   [相撲] 

・今井 海陽   [レスリング] 

・鍵本 彩夏   [水泳] 

・岸田 匡玄   [体操] 

・北村 麻衣   [ホッケー] 

・佐藤 圭汰   [陸上競技] 

・繁益 春音   [テニス] 

・嶋倉 照晃   [セーリング] 

・土井 杏莉   [レスリング] 

・豊山 就介   [水泳] 

・長澤 小雪   [陸上競技] 

・中野 紘志朗  [空手道] 

・橋本 充央   [陸上競技] 

・長谷川 麻央  [陸上競技] 



・早川 奈津美  [相撲] 

・林田 青空   [トライアスロン] 

・林田 悠希   [トライアスロン] 

・藤澤 創    [レスリング] 

・藤本 太陽   [新体操] 

・細川 周    [レスリング] 

・三上 こころ  [アーティスティックスイミング] 

・宮田 笙子   [体操] 

・宮本 陽叶   [陸上競技] 

・三好 こころ  [陸上競技] 

・山内 萌    [ホッケー] 

・山内 夢    [ホッケー] 

・山本 光輝   [新体操] 

・渡会 円香   [水泳] 

 

○小学生 

・池田 響介   [レスリング] 

・内田 菜楓   [レスリング] 

・内田 柊花   [レスリング] 

・内田 颯夏   [レスリング] 

・大倉 里緒   [バレーボール] 

・大槻 翼    [卓球] 

・岡本 純奈   [空手道] 

・奥村 和叶   [空手道] 

・垣内 珀琉   [スケート] 

・河村 啓太郎  [空手道] 

・河村 勇権   [体操] 

・木根 知哉   [バドミントン] 

・木宮 静香   [レスリング] 

・熊本 詩乃   [フェンシング] 

・上坂 楓    [空手道] 

・小西 寿    [レスリング] 

・小林 永和   [空手道] 

・小林 浬    [空手道] 

・柴田 凛    [ソフトテニス] 

・田井 滉泰   [空手道] 

・竹中 珠央   [トライアスロン] 

・出口 哲    [水泳] 

・寺内 亨志郎  [陸上競技] 

・西岡 麦    [レスリング] 

・西川 楓    [バドミントン] 

・西口 凜    [空手道] 

・浜中 陽    [ソフトテニス] 

・原田 美涼   [相撲] 

・日垣 翔心   [柔道] 

・藤山 渉太   [レスリング] 

・本田 紗来   [スケート] 

・松島 輝空   [卓球] 

・松田 幸々   [レスリング] 

・松本 亜周   [バレーボール] 

・松本 帝民   [テコンドー] 

・麦谷 杏莉   [空手道] 

・麦谷 亮英   [空手道] 

・村雲 脩吾   [空手道] 

・森脇 花乃   [レスリング] 



・山下 遼真   [空手道] 

・由井 仁之介  [レスリング] 

・横井 侑希   [トライアスロン] 

・吉村 聡哲   [レスリング] 

 

【未来くん賞（団体）】 

○中学生 

・亀岡市立亀岡中学校体操部（女子）               [体操] 

・京丹後市立峰山中学校陸上競技部（女子）            [陸上競技] 

・京丹波町立瑞穂中学校女子ホッケー部              [ホッケー] 

・京都少年体操学校                       [新体操] 

・京都市立太秦中学校空手道チーム                [空手道] 

・京都市立桂中学校陸上競技部女子駅伝チーム           [陸上競技] 

・京都市立桂中学校陸上競技部男子駅伝チーム           [陸上競技] 

・京都市立藤森中学校ラグビー部                 [ラグビーフットボール] 

・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] 

・久御山町立久御山中学校剣道部（男子）             [剣道] 

・第 40回全国 JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会京都踏水会水泳学園水球女子

15歳以下チーム                        [水球] 

・第 41回全国 JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会京都踏水会水泳学園水球女子

15歳以下チーム                        [水球] 

・長岡京市立長岡第三中学校男子バドミントン部          [バドミントン] 

・西京ビッグスターズ                      [軟式野球] 

・雅                              [軟式野球] 

・ラグビー京都府中学校選抜                   [ラグビーフットボール] 

 

○小学生 

・イトマンスイミングスクール京都校 10歳以下男子リレーチーム 1   [水泳] 

・宇治柔道会                          [柔道] 

・太秦少年剣道スポーツ少年団                  [剣道] 

・京田辺市立薪小学校ハンドボールクラブ（女子）         [ハンドボール] 

・京田辺市立薪小学校ハンドボールクラブ（男子）         [ハンドボール] 

・京田辺市立松井ケ丘小学校ハンドボールクラブ（男子）      [ハンドボール] 

・京都きっずカヌー男子カヤック 才田優・小田朔至ペア      [カヌー] 

・第 41回全国 JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会京都踏水会水泳学園水球小学生

チーム                            [水球] 

・桃園ハンドボールクラブ（女子）                [ハンドボール] 

・桃園ハンドボールクラブ（男子）                [ハンドボール] 

・長岡京市バドミントンスポーツ少年団（女子）          [バドミントン] 

・長岡京市バドミントンスポーツ少年団（男子）          [バドミントン] 

・わんぱく相撲全国大会京都チーム                [相撲] 

 

【マスターズ賞（個人）】 

・有川 朝子   [陸上競技] 

・池田 景子   [水泳] 

・池田 功二   [水泳] 

・市川 正明   [ボウリング] 

・上野 昭貞   [水泳] 

・大久保 信生  [陸上競技] 

・大倉 直也   [陸上競技] 

・奥野 孝司   [陸上競技] 

・亀井 美尚   [水泳] 

・河上 隆一   [ウエイトリフティング] 

・小池 和美   [ボウリング] 

・小牧 智明   [陸上競技] 



・阪上 貴史   [陸上競技] 

・阪田 八惠子  [陸上競技] 

・坂本 繁    [水泳] 

・佐藤 恵二   [パワーリフティング] 

・佐藤 望    [陸上競技] 

・柴田 秀夫   [陸上競技] 

・清水 進    [陸上競技] 

・新貝 勝    [水泳] 

・瀬野 弘昭   [陸上競技] 

・高橋 俊雄   [陸上競技] 

・谷川 真弓   [水泳] 

・豊川 美恵子  [水泳] 

・長島 義孝   [パワーリフティング] 

・長浜 俊二   [水泳] 

・八田 努    [陸上競技] 

・播本 雄輔   [ボウリング] 

・福田 勝三   [陸上競技] 

・福本 義永   [陸上競技] 

・村井 浩司   [陸上競技] 

・山崎 ゆみ子  [水泳] 

・山本 武    [陸上競技] 

 

【マスターズ賞（団体）】   

・IBIS                             [水泳] 

・MTR                             [水泳] 

・KYOTO MAYUMARO FC                      [サッカー] 


