
令和３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（７名） 功労賞個人（36名） 優秀賞個人（78名） 優秀

賞団体（23団体） 未来くん賞個人（74名） 未来くん賞団体（27団体） マスターズ賞個人

（８名） マスターズ賞団体（６団体）以上です。 

 

【特別栄誉賞（個人）】 

・伊東 輝雄 ［一般財団法人京都陸上競技協会］ 

・大堀 晏敬 ［京都府弓道連盟・公益財団法人全日本弓道連盟］ 

・鎌田 功 ［京都府アームレスリング連盟］ 

・河原崎 保 ［一般社団法人八幡市スポーツ協会］ 

・齊藤 昌久 ［南丹スポーツ推進委員協議会・京都府スポーツ推進委員協議会］ 

・新貝 勝 ［城陽スイミングスクール・城陽市水泳協会］ 

・樋口 重明 ［公益財団法人長岡京市スポーツ協会］ 

 

【功労賞（個人）】 

○地域スポーツ振興功労 

・石川 美津江 ［公益財団法人京都府スポーツ協会・京都府スポーツ少年団］ 

・板井 克暢 ［公益財団法人向日市スポーツ文化協会］ 

・一井 公子 ［京丹波町スポーツ協会］ 

・太田 磯一 ［東山区体育振興会連合会・弥栄体育振興会］ 

・髙月 裕子 ［久御山町スポーツ推進委員会］ 

・田村 多希子 ［京都市スポーツ推進委員会・南区スポーツ推進委員会］ 

・寺林 勇 ［京都市体育振興会連合会・上京区体育振興会連合会・待賢体育振興会］ 

・中嶋 了子 ［京都市スポーツ推進委員会・伏見区スポーツ推進委員会］ 

・畠山 一男 ［一般財団法人舞鶴市スポーツ協会］ 

・三宅 清司 ［京都市体育振興会連合会・西京区体育振興会連合会・新林体育振興会］ 

・矢野 幸子 ［京都市スポーツ推進委員会・西京区スポーツ推進委員会・樫原体育振興会］ 

・非公開 ［京都市スポーツ推進委員会・北白川体育振興会］ 

・和多田 善夫 ［京都市スポーツ推進委員会・日彰学区体育振興会］ 

・渡辺 友雅 ［京都市体育振興会連合会・下京区体育振興会連合会・開智体育振興会］ 

○競技スポーツ振興功労 

・井嵜 貴夫 ［京都府バレーボール協会］ 

・石川 理 ［京都府相撲連盟・西日本学生相撲連盟］ 

・泉 浩一 ［京都府ドッジボール協会・亀岡市スポーツ少年団］ 

・井戸 充 ［京都府バレーボール協会］ 

・岡本 近司 ［公益財団法人亀岡市スポーツ協会・亀岡市ソフトテニス連盟］ 

・角井 弘之 ［京都府高等学校体育連盟・公益財団法人京都府スポーツ協会］ 

・樫葉 芳之 ［京都府空手道連盟・久御山町スポーツ少年団］ 

・坂口 武己 ［京都フェンシング協会］ 

・佐藤 彰 ［一般財団法人京都陸上競技協会］ 

・佐野 恵理子 ［宇治市水泳協会・一般財団法人宇治市スポーツ協会］ 

・白木 由温 ［亀岡市軟式野球連盟］ 

・杉山 晋一 ［京都体操協会］ 

・田中 克彦 ［京都府スキー連盟］ 

・楢﨑 武司 ［一般財団法人京都府剣道連盟・京都府剣道道場連盟］ 

・橋本 一平 ［京都府ライフル射撃協会］ 

・三上 真 ［一般財団法人京都陸上競技協会］ 

・宮﨑 誠士 ［京都府高等学校体育連盟陸上競技専門部・全国高等学校駅伝競走大会事務局］ 

・森田 良彦 ［京都フェンシング協会］ 

○選手育成功労 

・川端 学 ［京都府高等学校体育連盟陸上競技専門部］ 

・髙平 友子 ［京都女子中学校・高等学校］ 

・戸谷 重徳 ［一般社団法人京都水泳協会・京都外大西高等学校］ 



・永山 忠幸 ［一般財団法人京都陸上競技協会・株式会社ワコール］ 

 

【優秀賞（個人）】 

○社会人 

・大館 斗志爾 ［柔道］ 

・下野 龍司 ［柔道］ 

・草場 啓吾 ［自転車競技］ 

・栗山 廣大 ［テコンドー］ 

・成川 晃一 ［アーチェリー］ 

・西原 佳 ［ボート］ 

・西村 秀樹 ［ヨット］ 

・林 勇気 ［アーチェリー］ 

・松下 大樹 ［パワーリフティング］ 

○大学生 

・壹岐 あいこ ［陸上競技］ 

・今井 悠翔 ［テニス］ 

・岩城 隼人 ［パワーリフティング］ 

・上岡 俊介 ［ソフトテニス］ 

・上原 瑠果 ［アーチェリー］ 

・植村 理央 ［バドミントン］ 

・大塚 達宣 ［バレーボール］ 

・柏木 良太 ［ウエイトリフティング］ 

・金子 万生 ［パワーリフティング］ 

・川瀬 由華 ［アーティスティックスイミング］ 

・川元 莉々輝 ［陸上競技］ 

・工藤 芽衣 ［陸上競技］ 

・熊谷 日奈多 ［アーティスティックスイミング］ 

・坂本 佳乃子 ［日本拳法］ 

・佐々木 一馬 ［ヨット］ 

・佐藤 灯 ［バドミントン］ 

・佐藤 友香 ［カヌー］ 

・塩見 綾乃 ［陸上競技］ 

・篠原 璃音 ［ヨット］ 

・嶋田 力斗 ［空手道］ 

・清水 大智 ［スキー］ 

・菅沼 奈津美 ［ボート］ 

・髙出 大暉 ［ホッケー］ 

・髙橋 藍 ［バレーボール］ 

・高原 鳳姫 ［バトントワリング］ 

・竹島 萌江 ［ホッケー］ 

・田中 雄太 ［スポーツチャンバラ］ 

・田邉 伶奈 ［ライフル射撃］ 

・塚脇 敏貴 ［パワーリフティング］ 

・徳岡 凌 ［陸上競技］ 

・内貴 航路朗 ［ヨット］ 

・念代 朋哉 ［パワーリフティング］ 

・野村 優 ［パワーリフティング］ 

・橋本 菫 ［ウエイトリフティング］ 

・長谷 胤午 ［ウエイトリフティング］ 

・林 希菜 ［水泳］ 

・東本 侑也 ［体操競技］ 

・平井 德輝 ［ヨット］ 

・藤島 来葵 ［ホッケー］ 

・富士元 進歩 ［ヨット］ 

・細川 朝香 ［水泳］ 



・松井 優佳 ［自転車競技］ 

・松尾 季奈 ［陸上競技］ 

・松本 渚 ［相撲］ 

・三浦 龍司 ［陸上競技］ 

・三橋 由莉子 ［アーティスティックスイミング］ 

・宮岡 由実 ［自動車］ 

・村上 翔 ［陸上競技］ 

・森田 奈那 ［パワーリフティング］ 

・安田 明香里 ［ボウリング］ 

・谷内 健太 ［自転車競技］ 

・山田 琴音 ［アーティスティックスイミング］ 

・山本 亜美 ［陸上競技］ 

・𠮷原 有人 ［スポーツチャンバラ］ 

・吉村 和徳 ［ライフル射撃］ 

○高校生 

・飯村 一輝 ［フェンシング］ 

・井上 堅斗 ［陸上競技］ 

・岡本 美咲 ［自転車競技］ 

・川﨑 涼雅 ［ウエイトリフティング］ 

・河辺 愛菜 ［フィギュアスケート］ 

・齋藤 輝来 ［ボクシング］ 

・佐藤 圭汰 ［陸上競技］ 

・竹山 柚葉 ［フェンシング］ 

・西川 勝之 ［ウエイトリフティング］ 

・西村 聡太 ［自転車競技］ 

・前田 晴暉 ［ライフル射撃］ 

・三上 こころ ［アーティスティックスイミング］ 

・宮尾 真仁 ［陸上競技］ 

・渡辺 多瑠嘉 ［陸上競技］ 

 

【優秀賞（団体）】 

○社会人 

・Kawai Dance Agency QUEEN BERRY ［チアダンス］ 

・ワタキューセイモアソフトテニス部女子 ［ソフトテニス］ 

○大学生 

・京都産業大学ボウリング部女子 2人チーム ［ボウリング］ 

・京都先端科学大学パワーリフティング部 ［パワーリフティング］ 

・同志社大学体育会居合道部 ［居合道］ 

・同志社大学体育会自動車部 ［自動車］ 

・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］ 

・立命館大学体育会弓道部（男子） ［弓道］ 

・立命館大学体育会女子陸上競技部 ［陸上競技］ 

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

・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） ［ボート］ 

・立命館大学体育会ボート部女子舵手付きフォア ［ボート］ 

・立命館大学体育会ボート部福原萌意・久保那月ペア ［ボート］ 

・立命館大学体育会ホッケー部（女子） ［ホッケー］ 

・立命館大学バトントワリング部 ［バトントワリング］ 

○高校生 

・來田奈央・森田真沙也組 ［フィギュアスケート］ 

・京都府立乙訓高等学校フェンシング部女子チーム ［フェンシング］ 



・第 76回国民体育大会冬季大会スケート競技フィギュア少年女子京都府チーム ［フィギュアスケート］ 

・立命館宇治高等学校アメリカンフットボール部 ［アメリカンフットボール］ 

 

【未来くん賞（個人）】 

○中学生 

・安達 愛菫 ［水泳］ 

・飯村 彩乃 ［フェンシング］ 

・井上 皆 ［水球］ 

・植田 圭祐 ［陸上競技］ 

・大秦 眞峯 ［水泳］ 

・大筆 光莉 ［体操競技］ 

・川﨑 心々菜 ［ウエイトリフティング］ 

・川﨑 菜々紗 ［ウエイトリフティング］ 

・櫛田 育良 ［フィギュアスケート］ 

・齋藤 美来 ［相撲］ 

・柴山 歩 ［フィギュアスケート］ 

・島田 麻央 ［フィギュアスケート］ 

・下村 愛里 ［ウエイトリフティング］ 

・須磨 湧希 ［水泳］ 

・田中 陽己 ［剣道］ 

・出口 哲 ［水泳］ 

・長島 和奏 ［ウエイトリフティング］ 

・中村 玲皇 ［陸上競技］ 

・西田 理人 ［テニス］ 

・早川 弥沙 ［相撲］ 

・原田 美涼 ［相撲］ 

・細野 琉斗 ［テコンドー］ 

・堀川 いち乃 ［テニス］ 

・松田 幸々 ［レスリング］ 

・松本 帝民 ［テコンドー］ 

・三木 統嗣 ［空手道］ 

・村上 遥奈 ［フィギュアスケート］ 

・山代 壱意 ［陸上競技］ 

・山田 侑奈 ［体操競技］ 

・吉野 寿桃 ［テニス］ 

○小学生 

・石見 菊乃 ［アーティスティックスイミング］ 

・市場 旭 ［テコンドー］ 

・市場 壮 ［テコンドー］ 

・伊藤 輝聖 ［自転車競技］ 

・伊藤 隆聖 ［自転車競技］ 

・岩﨑 琉義 ［バドミントン］ 

・内田 菜楓 ［レスリング］ 

・大槻 翼 ［卓球］ 

・岡本 喜壱 ［空手道］ 

・奥村 和叶 ［空手道］ 

・奥村 亘 ［テニス］ 

・勝嶋 亮太 ［空手道］ 

・金沢 純禾 ［フィギュアスケート］ 

・鎌近 凌大 ［競泳］ 

・川勝 玲奈 ［フィギュアスケート］ 

・小島 蒼士 ［自転車競技］ 

・近藤 愛未 ［バドミントン］ 

・齋藤 結陽 ［自転車競技］ 

・澤野 澪 ［ボウリング］ 



・嶋田 暖 ［空手道］ 

・清水 優桜 ［空手道］ 

・高橋 星名 ［フィギュアスケート］ 

・武甕 大悟 ［相撲］ 

・田島 璃子 ［レスリング］ 

・田村 拓也 ［バドミントン］ 

・中川 朋珈 ［自転車競技］ 

・中川 聖斗 ［自転車競技］ 

・中本 莉空 ［テニス］ 

・西尾 かんな ［空手道］ 

・林 絆斗 ［レスリング］ 

・林 美琉子 ［レスリング］ 

・原田 泰誠 ［相撲］ 

・福井 颯士 ［テコンドー］ 

・眞泉 果央 ［バドミントン］ 

・松島 美空 ［卓球］ 

・松山 瑠花 ［レスリング］ 

・三木 雅統 ［空手道］ 

・麦谷 杏莉 ［空手道］ 

・森下 真希 ［空手道］ 

・安見 心 ［レスリング］ 

・山下 將太朗 ［バドミントン］ 

・山下 太雅 ［バドミントン］ 

・吉田 一優 ［自転車競技］ 

・吉田 結斗 ［バドミントン］ 

 

【未来くん賞（団体）】 

○中学生 

・葵 ［軟式野球］ 
・イトマンスイミングスクール京都校男子 13～14歳フリーリレーチーム ［競泳］ 
・イトマンスイミングスクール京都校男子 13～14歳メドレーリレーチーム ［競泳］ 

・亀岡市立詳徳中学校陸上競技部 ［陸上競技］ 

・木津川市なぎなたクラブ ［なぎなた］ 

・京田辺市立大住中学校男子ハンドボール部 ［ハンドボール］ 

・京田辺市立田辺中学校ハンドボール部女子 ［ハンドボール］ 

・京田辺市立田辺中学校ハンドボール部男子 ［ハンドボール］ 

・京都市立桂中学校水泳部男子 4×100m フリーリレーチーム ［水泳］ 

・京都市立桂中学校水泳部男子 4×100m メドレーリレーチーム ［水泳］ 

・京都精華学園中学校女子バスケットボール部 ［バスケットボール］ 
・京都踏水会水泳学園アーティスティックスイミング田部井柚子・金光碧音ペア ［アーティスティックスイミング］ 

・京都踏水会水泳学園水球中学生女子チーム ［水球］ 

・京都踏水会水泳学園水球中学生男子チーム ［水球］ 
・京都踏水会水泳学園アーティスティックスイミング 13～15歳チーム ［アーティスティックスイミング］ 

・京都府中学校選抜女子ハンドボールチーム ［ハンドボール］ 

・長岡京市立長岡第三中学校バドミントン部（男子） ［バドミントン］ 

・立命館宇治中学校男子テニス部 ［テニス］ 

○小学生 

・京都ガールズ ［軟式野球］ 
・京都踏水会水泳学園アーティスティックスイミング石見菊乃・森祐紀菜ペア ［アーティスティックスイミング］ 

・京都踏水会水泳学園アーティスティックスイミング 10〜12歳チーム ［アーティスティックスイミング］ 

・京都踏水会水泳学園水球小学生チーム ［水球］ 

・第 18回全国ホープス選抜卓球大会男子団体京都府選抜チーム ［卓球］ 

・第 30回全国小学生バドミントン選手権大会京都府男子チーム ［バドミントン］ 

・第 34回全日本小学生相撲優勝大会京都府 Aチーム ［相撲］ 

・薪ハンドボールクラブ ［ハンドボール］ 

・桃園ハンドボールクラブ ［ハンドボール］ 



【マスターズ賞（個人）】 

・池田 景子 ［水泳］ 

・川口 充 ［パワーリフティング］ 

・谷川 真弓 ［水泳］ 

・花田 直弥 ［ソフトテニス］ 

・真艸嶺 秀弘 ［ボウリング］ 

・山崎 多鶴 ［ボウリング］ 

・山崎 ゆみ子 ［水泳］ 

・呼子 寛行 ［水泳］ 

 

【マスターズ賞（団体）】 

・IBIS ［水泳］ 

・第 54回全日本シニアボウリング選手権大会京都府女子チーム ［ボウリング］ 

・Big Wednesday ［水泳］ 

・Big Wednesday混合 4×50m フリーリレーチーム ［水泳］ 

・Big Wednesday男子 4×200m フリーリレーチーム ［水泳］ 

・Big Wednesday男子 4×100m メドレーリレーチーム ［水泳］ 

 


