
ＮＯ 氏名 競技種目 所属 推薦理由

1 圓谷　崇 自転車競技
吉田高校自転車

競技部顧問

吉田高校自転車競技部の顧問として、2012インターハイ自転車ロードレース大会

で優勝した片桐善也選手、2016いわて国体少年男子１Kmタイムトライアルで優勝

した治田知也選手をはじめ、国体・インターハイで多数の選手を入賞に導いた。

また指導の傍ら、本県の国体少年監督として後進の育成に尽力されている。

2 漆原　大夢 硬式野球

開志学園高等学校

女子硬式野球部

監督

第22回全国高等学校女子硬式野球選抜大会で開志学園高校女子硬式野球部を全国

大会初優勝に導いた。

3 田中　みのり 陸上
吉田中学校

陸上部顧問

吉田中学校陸上競技部顧問として、秋澤理沙選手を指導し令和3年度全国中学校陸

上競技選手権大会女子200ｍで優勝に導いた。

ＮＯ 氏名 競技種目 所属 大会名

1 増田　祐士 ボクシング 開志学園高校

令和2年度第32回全国高等学校ボクシング選抜大会徳島特別大会

ウェルター級　優勝

令和3年度全国高等学校総合体育大会ボクシング競技大会

ウェルター級　優勝

2 関口　心愛 第22回全国高等学校女子硬式野球選抜大会　優勝

3 和田　海羽 第22回全国高等学校女子硬式野球選抜大会　優勝

ＮＯ 氏名 競技種目 所属 大会名

1 秋澤　理沙 陸上 吉田中学校
令和3年度全国中学校体育大会陸上競技大会　女子200ｍ　優勝

　　　　　　　　　　（県中学校記録樹立）

ＮＯ 氏名 競技種目 所属 大会名

1 池田　悠生

令和３年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会

男子個人3ｋｍパシュート　第2位

男子チームスプリント　第2位

2 渡辺　塁
令和３年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会

男子チームスプリント　第2位

3 石田　陽紀
令和３年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会

男子チームスプリント　第2位

4 柳原　久人 バスケットボール レベルズ 第４回全日本社会人O-50バスケットボール選手権大会　第2位

5 本間　栞汰 バスケットボール 帝京長岡高校
令和３年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会

第2位

6 足立　瀬名 サッカー 帝京長岡高校 第99回全国高等学校サッカー選手権大会　第3位

開志学園高校

吉田高等学校

優秀競技者賞　6名　

令和4年　燕市スポーツ協会　優秀競技者等表彰式　受賞者一覧

優秀指導者賞　3名  

特別優秀賞　1名　

スポーツ栄誉賞　3名　

硬式野球

自転車競技



奨励賞　75名　

ＮＯ 氏名 競技種目 所属 大会名

1 芦田　潤平

・第30回全国小学生バドミントン選手権大会　

　男子シングルス6年生以下　第5位

・日本小学生バドミントン連盟創立30周年記念ジュニアバドミントン

　フェスティバルINさいたま　男子Aグループ　第5位

・第30回全国小学生バドミントン大会北信越ブロック予選会

　6年生以下男子シングルス　第3位

・第32回新潟県ジュニア小学生バドミントン大会　

　6年男子シングルス　優勝

・ヨネックス杯争奪第40回新潟県小学生バドミントン大会

　男子シングルスAクラス優勝

・第22回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会

　新潟県予選大会　男子シングルス優勝

・第27回北信越小学生バドミントン選手権大会新潟県予選会

　6年生以下男子シングルス　優勝

・第37回若葉カップ全国小学生バドミントン大会新潟県予選大会　

　男子団体戦優勝

・第18回新潟県小学生団体対抗バドミントン大会

2 川崎　慶人

・第30回全国小学生バドミントン選手権大会　

　男子ダブルス6年生以下　第5位

・第30回全国小学生バドミントン選手権大会北信越ブロック予選会

　6年生以下　ダブルス　準優勝

・第27回北信越小学生バドミントン選手権大会新潟県予選会

　6年生以下男子ダブルス　優勝

・ヨネックス杯争奪第40回新潟県小学生バドミントン大会　

　男子ダブルスAクラス　優勝

・第37回若葉カップ全国小学生バドミントン大会新潟県予選大会　

　男子団体戦　優勝

・第18回新潟県小学生団体対抗バドミントン大会　

　男子6年生以下の部　優勝

3 矢部　童夢

・第30回全国小学生バドミントン選手権大会

　男子ダブルスス6年生以下　第5位

・第30回全国小学生バドミントン選手権大会北信越ブロック予選会

　6年生以下　ダブルス　準優勝

・第27回北信越小学生バドミントン選手権大会新潟県予選会

　6年生以下男子ダブルス　優勝

・ヨネックス杯争奪第40回新潟県小学生バドミントン大会　

　男子ダブルスAクラス　優勝

・第37回若葉カップ全国小学生バドミントン大会新潟県予選大会

　男子団体戦　優勝

・第18回新潟県小学生団体対抗バドミントン大会

　男子6年生以下の部　優勝

4 芦田　友哉

・第32回新潟県ジュニア小学生バドミントン大会

　4年生男子ダブルス　優勝

・第5回新潟県小学生バドミントン1.2.3粘性大会

　男子シングルス3年生の部　優勝

・第37回若葉カップ全国小学生バドミントン大会新潟県予選大会　

　男子団体戦　優勝

・第18回新潟県小学生団体対抗バドミントン大会　

　男子4年生以下の部　優勝

5 高橋　空

・第37回若葉カップ全国小学生大会バドミントン新潟県予選大会

　男子団体戦　優勝

・第18回新潟県小学生団体対抗バドミントン大会

　男子6年生以下の部　優勝

6 柿崎　光希

・第37回若葉カップ全国小学生大会バドミントン新潟県予選大会

　男子団体戦　優勝

・第18回新潟県小学生団体対抗バドミントン大会

　男子6年生以下の部　優勝

7 高橋　駿
第18回新潟県小学生団体対抗バドミントン大会

男子6年生以下の部　優勝

8 高畑　咲真

・第18回新潟県小学生団体対抗バドミントン大会

　男子4年生以下の部　優勝

・第32回新潟県ジュニア小学生バドミントン大会

　4年生男子ダブルス　優勝

9 神子島　湊

10 矢部　夢空

11 森山　我空

12 渡邉　怜王

13 富所　芽生

14 霜鳥　心里

15 諏訪　莉央

16 霜鳥　花

令和4年　燕市スポーツ協会　優秀競技者等表彰式　受賞者一覧

ふらっとジュニア

吉田中学校

バドミントン

バドミントン

第18回新潟県小学生団体対抗バドミントン大会

男子4年生以下の部　優勝

第52回新潟県中学校総合体育大会

バドミントン大会　男子ダブルス　優勝

第69回新潟県中学校陸上競技大会　女子　4×100ｍリレー

優勝
陸上



奨励賞　75名　

ＮＯ 氏名 競技種目 所属 大会名

令和4年　燕市スポーツ協会　優秀競技者等表彰式　受賞者一覧

17 遠山　侑希
燕リトル・

ウィングRC

日清カップ新潟県小学生陸上競技交流大会

6年女子100ｍ　優勝

18 本間　碧 燕中学校
第５２回新潟県中学校総合体育大会

水泳大会　男子自由形1500ｍ　優勝

19 井伊　陽輝

ダッシュ三条

スイミング

スクール

第64回新潟県スイミングクラブ協会A級大会

 4×100ｍフリーリレー優勝

 4×100ｍメドレーリレー優勝

20 中野　連太郎
第29回全国中学生空手道選手権大会新潟県予選会

男子個人組手優勝

21 杉山　夢来
第37回新潟県少年少女空手道選手権大会　

5年生男子組手優勝

22 江口　遼
第55回新潟県空手道選手権大会

中学1年生男子組手優勝

23 川本　真輝
第37回新潟県少年少女空手道選手権大会　

6年生女子組手優勝

24 久保田　晴翔
第37回新潟県少年少女空手道選手権大会　

2年生男子形優勝

25 板倉　璃来
第55回新潟県空手道選手権大会　

中学生女子形　優勝

26 𠮷村ソフィーナ
2021年度北信越ジュニア体操選手権大会新体操新潟県予選会

B競技徒手　優勝

27 田村　咲空
2021年度北信越ジュニア体操選手権大会新体操新潟県予選会

B競技リボン　優勝

28 霜鳥　結太

29 星野　塁稀

30 宮路　春夢

31 若月　瑶太

32 吉田　絆

33 杣木　健人

34 霜鳥　佑真

35 西海持　直人

36 清田　孝明

37 出口　陽葉

38 久保寺　拝磨

39 石田　大空

40 稲越　一護

41 田邉　永士

42 佐藤　海来

43 小綱　太陽

44 永井　功誠

45 池　芳朗

空手

水泳

新体操

軟式野球

軟式野球

燕市ジュニア

新体操クラブ

スポーツ少年団

吉田中学校

吉田中学校

第38回全日本少年軟式野球大会　新潟県予選会　優勝

第38回全日本少年軟式野球大会　新潟県予選会　優勝

燕真空手塾

吉田空手道会

陸上



奨励賞　75名　

ＮＯ 氏名 競技種目 所属 大会名

令和4年　燕市スポーツ協会　優秀競技者等表彰式　受賞者一覧

46 田中　太智

47 八木　蒼太

48 小湊　一希

49 小湊　穂希

50 白井　陽向

51 白井　瞬向

52 稲越　春人

53 佐藤　悠仁

54 伊藤　虎大朗

55 堀内　凛人

56 金子　咲千
第41回新潟県スポーツ少年団総合体育大会第53回卓球大会

小学生女子団体戦　優勝　個人戦　優勝

57 佐藤　愛

58 小出　栞名

59 関　愛

60 麸澤　莉愛 卓球 つばめジュニア
第41回新潟県スポーツ少年団総合体育大会第53回卓球大会

小学生女子団体戦　優勝

61 中野　拓海

62 井塚　崇太

63 中村　仁

64 石原　壮起

65 高野　幸志

66 本多　祐弥

67 田中　優伍

68 岩野　拓海

69 桑田　そら

70 山田　采

71 若井　翔太郎

72 石原　元杜

73 中村　力

74 本田　漣

75 石村　琉唯

学童野球

ドッジボール

卓球

軟式野球

新潟JBall
高円宮賜杯第41回全日本学童軟式野球大会マクドナルド

トーナメント新潟県予選大会　優勝

吉田中学校 第38回全日本少年軟式野球大会　新潟県予選会　優勝

つばめジュニア

M.U.D.C

スポーツ少年団
第１７回NSTカップ新潟県小学生ドッジボール選手権大会　優勝

第41回新潟県スポーツ少年団総合体育大会第53回卓球大会

小学生女子団体戦　優勝

第41回新潟県スポーツ少年団総合体育大会第53回卓球大会

小学生男子団体戦　優勝


