
（順不同、敬称略）

受彰の主な内容（大会名・成績）

平成28年度群馬県総合体育大会体操競技大会　団体準優勝

県総体柔道女子　団体優勝、さらに関東及び全国大会に出場

県新人大会女子　団体第3位

県民大会剣道大会　団体戦にて優勝

氏　　　名 区 競　技　名 受彰の主な内容（大会名・成績）

高　梨　　夏　南　太 16 体　　　操 群馬県中学生総合体育大会体操競技大会　男子団体　準優勝

阿　部　　幸　　　輝 9 体　　　操 群馬県中学生総合体育大会体操競技大会　男子団体　準優勝

　　  石　坂　　　　心 11 体　　　操 群馬県中学生総合体育大会体操競技大会　男子団体　準優勝

　　  木　村　　　　蓮 7 体　　　操 群馬県中学生総合体育大会体操競技大会　男子団体　準優勝

　　  笠　原　　麗　　　和 18 柔　　　道 県総体　柔道女子団体　優勝、さらに関東大会及び全国大会に出場

　　  福　島　　愛　　　実 15 柔　　　道 県総体　柔道女子団体　優勝、さらに関東大会及び全国大会に出場

　　  富　澤　　沙　　　夏 14 柔　　　道 県総体　柔道女子団体　優勝、さらに関東大会及び全国大会に出場、
また、県総体70kg超級で準優勝、関東大会出場

　　  笹　澤　　由　　　奈 17 柔　　　道 県総体　柔道女子団体　優勝、さらに関東大会及び全国大会に出場、
また、県新人大会女子団体　第3位

　　  加　藤　　瑠　莉　奈 19 柔　　　道 県新人大会　女子団体　第3位

　　  新　平　　　　楓 9 柔　　　道 県新人大会　女子団体　第3位

下　妻　　繭　　　人 6 柔　　　道 平成28年度県総体81kg級　優勝、さらに関東大会、全国大会に出場する

　　  宿　原　　広　　　樹 7 剣　　　道 県民大会剣道大会　団体戦にて優勝

　　  川　島　　正　　　人 9 剣　　　道 県民大会剣道大会　団体戦にて優勝

　　  富　澤　　　　裕 14 剣　　　道 県民大会剣道大会　団体戦にて優勝

　　  堀　込　　　　望 剣　　　道 第8回全日本都道府県対抗女子剣道大会群馬県予選　優勝

　　  萩　原　　瑛　　　司 10 新　体　操 平成28年度関東高等学校新体操選手権大会　男子団体優勝　同　全国大会出場

　　  武　藤　　　　翼 8 新　体　操 平成28年度関東高等学校新体操選手権大会　男子団体優勝　同　全国大会出場

　　  村　上　　隆　　　真 7 新　体　操 平成28年度関東高等学校新体操選手権大会　男子団体優勝　同　全国大会出場

　　  高　梨　　永　遠　希 6 新　体　操 平成28年度関東高等学校新体操選手権大会　男子団体優勝　同　全国大会出場

　　  馬　塲　　麗　　　胤 7 新　体　操 平成28年度関東高等学校新体操選手権大会　男子団体優勝　同　全国大会出場

　　  細　野　　立　　　樹 1 新　体　操 平成28年度関東高等学校新体操選手権大会　男子団体優勝　同　全国大会出場

　　  森　田　　里　　　久 14 陸　　上 第40回群馬県小学生総合体育大会クラブ対抗陸上競技大会兼、
第32回全国小学生陸上競技交流大会群馬県選考会　共通男子80mハードル　第2位

友　松　　涼　　　雅 13 陸　　上 平成28年度群馬県小学生総合体育大会クラブ対抗陸上大会、男子小学5年生ボール投げ
にて優勝

五　十　嵐　　彩　人 9 陸　　上 平成28年度群馬県小学生総合体育大会クラブ対抗陸上大会、男子小学4年800mにて優勝

萩　原　　璃　　　来 21 陸　　上 平成28年度全国高等学校陸上競技大会　3000mSC　6位
平成28年度群馬県高等学校総合体育大会駅伝競技　優勝　同　全国大会出場

岡　本　　風　　　香 3 陸　　上 日本ジュニア室内陸上競技大阪大会　女子ジュニア棒高跳　4位
全国高等学校陸上競技選抜大会・日本ユース陸上競技選抜大会　出場

小　林　　飛　　　斗 10 陸　　上 平成28年度全国高等学校総合体育大会駅伝競技　出場

昆　野　　太　　　河 13 水　　泳 平成28年度群馬県小学校水泳教室記録会、男子50m背泳ぎにて優勝
第39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　出場

混　野　　浩　　　樹 水　　泳 県春季大会　水泳男子200mバタフライ　第3位

髙　木　　雅　　　姫 水　　泳 県春季大会　水泳女子800m自由形　第3位
県総合体育大会　水泳女子800m自由形　第3位

牧　口　　博　　　二 9 水　　泳 第71回国民体育大会水球競技会　出場

宮　田　　一　　　志 セーリング 第71回国民体育大会セーリング競技会　出場

一　倉　　浩　　　康 13 バレーボール 平成28年度群馬県9人制バレーボール実業団男子選手権大会　2位

小　林　　泰　　　喜 ボクシング 第51回群馬県高校総体ボクシング大会　ウェルター級　1位

山　中　　智　　　也 1 ラグビーフットボール第14回東日本U15中学生ラグビーフットボール選抜大会　出場

榛　　東　　中　　学　　校　　柔　　道　　部

平成29年　榛東村体育協会「競技優秀者等表彰」受彰者一覧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表彰対象期間：平成２８年４月から平成２９年３月まで

○競技優秀者（団体の部）

団　　　体　　　名

榛　　東　　中　　学　　校　　体　　操　　部

榛　　東　　中　　学　　校　　柔　　道　　部

ス　ポ　ー　ツ　少　年　団　剣　道　部

○競技優秀者（個人の部）



（順不同、敬称略）

受彰の主な内容（大会名・成績）

平成29年度群馬県総合体育大会体操競技大会　男子団体　3位
群馬県中学生新人大会体操競技大会　男子団体　優勝
全日本ジュニア新体操選手権関東予選大会　男子団体　5位

平成29年度群馬県中体連新人大会新体操大会団体クラブ10　第3位

県総体柔道女子団体　3位

県民大会団体戦にて優勝

群馬県高校総体フープ5　団体演技第2位となり関東大会に出場

群馬県高校総体フープ5　団体演技第3位となり関東大会に出場

氏　　　名 区 競　技　名 受彰の主な内容（大会名・成績）

　　  木　村　　　　蓮 7 　   体　　　操 平成29年度群馬県中学生総合体育大会体操競技大会　3位
全日本ジュニア新体操選手権大会関東予選大会　男子団体　5位

湯　浅　　壮　　　翔 3 　   体　　　操
平成29年度群馬県中学生総合体育大会体操競技大会　3位
平成29年度群馬県中学生新人大会体操競技大会　男子団体　優勝
全日本ジュニア新体操選手権大会関東予選大会　男子団体　5位

赤　羽　　榛　　　馬 14 　   体　　　操
平成29年度群馬県中学生総合体育大会体操競技大会　3位
平成29年度群馬県中学生新人大会体操競技大会　男子団体　優勝
全日本ジュニア新体操選手権大会関東予選大会　男子団体　5位

谷　内　田　　太　陽 8 　   体　　　操 平成29年度群馬県中学生新人大会体操競技大会　男子団体　優勝
全日本ジュニア新体操選手権大会関東予選大会　男子団体　5位

下　山　　虎　汰　郎 9 　   体　　　操 平成29年度群馬県中学生新人大会体操競技大会　男子団体　優勝

萩　原　　太　　　陽 19 　   体　　　操 平成29年度群馬県中学生新人大会体操競技大会　男子団体　優勝

生　坂　　龍　　　聖 14 　   体　　　操 全日本ジュニア新体操選手権大会関東予選大会　男子団体　5位

　　  武　藤　　　　翼 8 新　体　操
平成29年度全国高等学校総合体育大会新体操大会　男子団体　5位
個人種目別　クラブ　2位
全日本新体操選手権大会　男子団体　8位

村　上　　隆　　　真 7 新　体　操 平成29年度全国高等学校総合体育大会新体操大会　男子団体　5位
全日本新体操選手権大会　男子団体　8位

高　梨　　永　遠　希 6 新　体　操 平成29年度全国高等学校総合体育大会新体操大会　男子団体　5位
全日本新体操選手権大会　男子団体　8位

馬　塲　　麗　　　胤 7 新　体　操 平成29年度全国高等学校総合体育大会新体操大会　男子団体　5位
全日本新体操選手権大会　男子団体　8位

細　野　　立　　　樹 1 新　体　操 平成29年度全国高等学校総合体育大会新体操大会　男子団体　5位
全日本新体操選手権大会　男子団体　8位

　　  萩　原　　　　龍 10 新　体　操 平成29年群馬県高等学校新人新体操大会　個人総合　1位

高　梨　　夏　南　太 6 新　体　操 平成29年群馬県高等学校新人新体操大会　個人総合　2位

阿　部　　幸　　　輝 9 新　体　操 平成29年群馬県高等学校新人新体操大会　個人総合　3位

福　田　　恋　　　菜 1 新　体　操 平成29年度群馬県中体連新人大会新体操大会クラブ10　第3位

荒　居　　瑠　莉　華 10 新　体　操 平成29年度群馬県中体連新人大会新体操大会クラブ10　第3位

青　木　　美　梨　愛 2 新　体　操 平成29年度群馬県中体連新人大会新体操大会クラブ10　第3位

萩　原　　乃　　　愛 3 新　体　操 平成29年度群馬県中体連新人大会新体操大会クラブ10　第3位

入　澤　　世　　　奈 7 新　体　操 平成29年度群馬県中体連新人大会新体操大会クラブ10　第3位

山　同　　彩　　　海 3 新　体　操 平成29年度群馬県中体連新人大会新体操大会クラブ10　第3位

三　木　　風　　　花 11 新　体　操 平成29年度群馬県中体連新人大会新体操大会クラブ10　第3位

遠　藤　　千　　　菜 6 新　体　操 平成29年度群馬県中体連新人大会新体操大会クラブ10　第3位

浅　川　　花　奈　子 8 新　体　操 群馬県高校総体フープ5　団体演技第2位となり関東大会に出場

一　倉　　え　　　り 13 新　体　操 群馬県高校総体フープ5　団体演技第3位となり関東大会に出場

笹　澤　　由　　　奈 17 柔　　　道 県総体柔道　女子団体　3位

加　藤　　瑠　莉　奈 19 柔　　　道 県総体柔道　女子団体　3位

　　  新　平　　　　楓 9 柔　　　道 県総体柔道　女子団体　3位　H29県春季大会女子柔道個人　3位

吉　田　　羽　　　那 14 柔　　　道 第53回群馬県スポーツ少年団大会柔道の、種別「小学5・6年女子」において第3位

岡　村　　朋　　　輝 13 柔　　　道 H29県春季大会男子柔道個人　3位

宿　原　　広　　　樹 7 剣　　　道 県民大会団体戦にて優勝

川　島　　正　　　人 9 剣　　　道 県民大会団体戦にて優勝

馬　塲　　奏　　　真 7 陸　　　上 第41回群馬県小学生総合体育大会クラブ対抗陸上競技会兼、第33回全国小学生陸上競技
交流大会群馬県選考会　共通男子走り高跳　第3位

冨　澤　　凌　　　介 11 陸　　　上 第41回群馬県小学生総合体育大会クラブ対抗陸上競技大会　5年男子800m　第1位

髙　𣘺　　陽　　　太 7 陸　　　上 第41回群馬県小学生総合体育大会クラブ対抗陸上競技大会　4年男子800m　第1位

友　松　　涼　　　雅 13 陸　　　上 平成29年度全国小学生陸上競技交流大会群馬県選考会、男子ジャベリックボール投げに
て優勝

野　口　　虎　太　郎 21 陸　　　上 平成29年度群馬県小学生総合体育大会クラブ対抗陸上競技大会、男子小学5年1000m
にて優勝

五　十　嵐　　彩　人 9 陸　　　上 平成29年度群馬県小学生総合体育大会クラブ対抗陸上競技大会、男子小学5年1000m
にて3位

岡　本　　風　　　香 3 陸　　　上

関東高等学校陸上競技大会　女子棒高跳北関東　2位　日本陸上選手権大会　出場
全日高校総体陸上競技大会　女子棒高跳　6位
全国高等学校選抜陸上競技大会　女子棒高跳　3位
第72回国民体育大会陸上競技大会　女子棒高跳　4位
第11回U18日本陸上競技選手権大会　女子棒高跳　2位

髙　橋　　彩　　　羅 6 バドミントン 全国高等学校定時制通信制体育大会バドミントン大会　出場

高　山　　小　太　郎 7 卓　　　球 群馬県中学生総体卓球大会　個人ダブルス　3位

狩　野　　一　　　歩 卓　　　球 群馬県中学生総体卓球大会　個人ダブルス　3位

一　倉　　浩　　　康 13 バレーボール 第17回日本スポーツマスターズ2017バレーボール競技大会　出場

清　水　　孝　　　平 13 バレーボール 全日本9人制バレーボールクラブカップ男女選手権大会群馬県予選大会　優勝

湯　浅　　桃　　　子 5 水　　　泳 第47回群馬県小学校水泳教室記録会にて、女子100mバタフライ　第2位

昆　野　　太　　　河 13 水　　　泳 第40回全国JOCジュニアオリンピックカップ水泳大会　出場

髙　木　　雅　　　姫 水　　　泳 県春季大会　水泳女子800m自由形　第2位　県総合体育大会　水泳女子800m自由形
第3位

湯　浅　　俊　　　介 水　　　泳 県新人大会　水泳男子200m平泳ぎ　第3位

関　口　　遥　　　珂 7 サッカー 第8回上毛新聞社杯争奪少年サッカー大会兼、第41回小学生総体サッカー大会兼、第44
回群馬県少年サッカー大会　優勝

　　  斎　藤　　　　航 10 サッカー 第8回上毛新聞社杯争奪少年サッカー大会兼、第41回小学生総体サッカー大会兼、第44
回群馬県少年サッカー大会　優勝

河　﨑　　遥　　　斗 5 サッカー 第8回上毛新聞社杯争奪少年サッカー大会兼、第41回小学生総体サッカー大会兼、第44
回群馬県少年サッカー大会　優勝

イジャズ　マーズ 6 サッカー 全国高等学校定時制通信制体育大会サッカー大会　出場

星　野　　煌　　　貴 3 ゴルフ 2017PGM世界ジュニアゴルフ選手権大会　日本代表出場(カテゴリー7-8歳男子の部)
世界ジュニアゴルフ選手権大会西日本予選大会(カテゴリー7-8歳男子の部)　1位

星　野　　泰　　　輝 3 ゴルフ 世界ジュニアゴルフ選手権日本代表選抜大会U6にて、5位

織　田　　啓　　　吾 21 ゴルフ 第6回群馬県小学生ゴルフ大会　男子の部　1位

小　山　　紫　　　月 9 スポーツチャンバラ 第43回全日本スポーツチャンバラ二刀　優勝
第10回スポーツチャンバラアジア・オセアニア大会　二刀優勝

藤　田　　宗　　　輔 1 スポーツチャンバラ 第43回全日本スポーツチャンバラ　楯長　優勝

鈴　木　　陽　　　子 17 テニス 第15回ピンクリボンレディーステニス大会県予選大会　1位

山　﨑　　圭　太　郎 銃　剣　道 第72回国民体育大会　銃剣道大会　出場

小　林　　楓　　　英 2 ラグビー 第11回東日本U15中学生ラグビークラブ大会　群馬県予選　優勝

山　中　　智　　　也 1 ラグビー 第11回東日本U15中学生ラグビークラブ大会　群馬県予選　優勝
第37回東日本中学生ラグビー大会　出場

竹　内　　蒼　　　人 1 ラグビー 第11回東日本U15中学生ラグビークラブ大会　群馬県予選　優勝

諸　田　　智　　　之 ラグビー 第97回全国高等学校ラグビーフットボール大会　出場

石　坂　　太　　　知 16 アイスホッケー 第12回全国高等学校選抜アイスホッケー大会　群馬県選抜　出場

　　  加　藤　　　　椿 1 BMX 2017 UCI BMX World Championships　チャレンジクラス日本代表出場

湯　浅　　裕　一　郎 4 インディアカ 関東大会の「2017年第40回関東甲信越ブロックインディアカInいばらぎ」において決
勝トーナメントで第6位

湯　浅　　浩　　　祐 インディアカ 関東大会の「2017年第40回関東甲信越ブロックインディアカInいばらぎ」において決
勝トーナメントで第6位

久　保　田　　憲　明 インディアカ 関東大会の「2017年第40回関東甲信越ブロックインディアカInいばらぎ」において決
勝トーナメントで第6位

　　  久　保　田　　文 インディアカ 関東大会の「2017年第40回関東甲信越ブロックインディアカInいばらぎ」において決
勝トーナメントで第6位

島　田　　あ　ず　さ インディアカ 関東大会の「2017年第40回関東甲信越ブロックインディアカInいばらぎ」において決
勝トーナメントで第6位

清　水　　美　　　佳 インディアカ 関東大会の「2017年第40回関東甲信越ブロックインディアカInいばらぎ」において決
勝トーナメントで第6位

土　屋　　成　　　美 インディアカ 関東大会の「2017年第40回関東甲信越ブロックインディアカInいばらぎ」において決
勝トーナメントで第6位

榛　　東　　中　　学　　校　　柔　　道　　部

平成29年　榛東村体育協会「競技優秀者等表彰」受彰者一覧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表彰対象期間：平成２9年４月１日から平成２９年１２月２２日まで

○競技優秀者（団体の部）

団　　　体　　　名

榛　　東　　中　　学　　校　　体　　操　　部

榛　　東　　中　　学　　校　　新　　体　　操　　部

ス　ポ　ー　ツ　少　年　団　剣　道　部

高　崎　女　子　高　校　新　体　操　部

富　　岡　　東　　高　　校　　新　　体　　操　　部

○競技優秀者（個人の部）



氏　　　名 区 職名・所属 受彰の主な内容

岡　部　　良　　　男 10 サッカー協会 榛東サッカー協会発足（平成18年2月14日）時から平成29年7月1日まで
榛東サッカーの普及振興に多大なる尽力をされました

松　田　　剛　　　史 20 野球審判部 本村の野球の普及振興及び選手の育成に永年（10年以上）貢献されました

桑　原　　俊　　　夫 4 ソフトボール審判部 ソフトボール審判及び各種体育スポーツに携わり30年以上にわたり
榛東村スポーツの普及振興に多大なる尽力をされました

氏　　　名 区 職　　　名 受彰の主な内容

坂　庭　　浩　　　之 11 体育協会本部 榛東村体育協会本部役員として副会長2年、会長2年を務められた

　　  角　田　　　　武 7 体育支部長 平成28年度榛東村体育協会主催の区別対抗競技に全種目参加

新　津　　一　　　平 9 体育支部長 平成28年度榛東村体育協会主催の区別対抗競技に全種目参加

○特別表彰

平成29年度　榛東村体育協会「体育功労者・特別表彰」受彰者一覧

○体育功労者表彰


