
 

表  彰 

 令和元年度（一社）青梅市体育協会表彰 

 

○ 加盟団体功労者賞 

     鈴木 勇夫（陸 上 競 技 協 会）  町田 藤子（ソフトテニス連盟） 

     山畑 愛子（卓 球 連 盟 ）  濱田 路子（バレーボール連盟） 

斎藤 雅 （剣 道 連 盟 ）  神尾 和弘（弓 道 連 盟）   

二宮 洋子（カ ヌ ー 協 会）  青木 孝之（バスケットボール連盟）   

永吉 憲一（ソフトボール連盟）  関根喜代美（ビーチボール連盟）  

  

 

○ 競技者表彰 

個  人 

１． 嶋崎 啓太（陸上競技協会） 

第７２回都民体育大会春季大会 陸上競技（令和元．６．２） 

 男子1500m 第２位 

２．鈴木 真愛華（陸上競技協会） 

第４６回全日本中学校陸上競技大会（令和元．８．２１～２４） 

 走り幅跳び 第9位 

３．鈴木 美帆（陸上競技協会） 

２０１９年度都民生涯スポーツ大会 陸上競技（令和元．８．２５） 

 ｂクラス(40～45歳の部) 200m 第３位 

    ４．齋藤 寛（陸上競技協会） 

２０１９年度都民生涯スポーツ大会 陸上競技（令和元．８．２５） 

       Fクラス（65～69歳の部） 槍投げ 第２位 

    ５．伊藤 芳男（陸上競技協会） 

２０１９年度都民生涯スポーツ大会 陸上競技（令和元．８．２５） 

       Gクラス（70歳以上の部） 1500m 第３位 

    ６．黒沢 小百合（陸上競技協会） 

２０１９年度都民生涯スポーツ大会 陸上競技（令和元．８．２５） 

       eクラス（55歳以上の部） 5000m 第３位 

    ７．佐  々 由利子（陸上競技協会） 

２０１９年度都民生涯スポーツ大会 陸上競技（令和元．８．２５） 

       eクラス（55歳以上の部） 砲丸投 第１位 

    ８．佐野 元明（陸上競技協会） 

２０１９年度都民生涯スポーツ大会 陸上競技（令和元．８．２５） 

       Eクラス（60～64歳の部） 1500m 第１位 

    ９．山田 泰三（陸上競技協会） 

２０１９年度都民生涯スポーツ大会 陸上競技（令和元．８．２５） 

       Dクラス（50~54歳の部） 5000m 第２位 

   １０．小川 まり子（陸上競技協会） 

２０１９年度都民生涯スポーツ大会 陸上競技（令和元．８．２５） 

       aクラス（35～39歳の部） 1500m 第１位 

 

 



   １１．石井 宏明（陸上競技協会） 

２０１９年度都民生涯スポーツ大会 陸上競技（令和元．８．２５） 

       Bクラス（45～49歳の部）400m 第２位 

   １２．竹内 亜希子（陸上競技協会） 

２０１９年度都民生涯スポーツ大会 陸上競技（令和元．８．２５） 

       ｃクラス（45～49歳の部） 1500m 第２位 

   １３．田邉 敦士（陸上競技協会） 

２０１９年度都民生涯スポーツ大会 陸上競技（令和元．８．２５） 

       Aクラス（40～44歳の部） 砲丸投 第２位 

１４．松浦 清子（ソフトテニス連盟） 

第４６回全日本レディースソフトテニス大会（令和元．７．２５～２６） 

 はぎブロック  第２位 

１５．山納 直美（ソフトテニス連盟） 

   令和元年度東京都秋季級別大会（令和元．８．３１） 

    女子ブルーの部  第２位 

１６．伊藤 優子（ソフトテニス連盟） 

   令和元年度東京都秋季級別大会（令和元．８．３１） 

    女子ブルーの部  第２位 

１７．中西 彩与（ソフトテニス連盟） 

   令和元年度東京都秋季級別大会（令和元．８．３１） 

    女子ブルーの部  第３位 

１８．畑沢 法子（ソフトテニス連盟） 

   令和元年度東京都秋季級別大会（令和元．８．３１） 

    女子ブルーの部  第３位 

１９．大野 真紀（ソフトテニス連盟） 

   第４１回関東レディースソフトテニス選手権大会（令和元．９．２６） 

    シニア５０  優 勝 

２０．五十嵐 敏行（ソフトテニス連盟） 

   ねんりんピック紀の国わかやま２０１９ ソフトテニス交流大会（令和元．１１．９～１１） 

    東京都代表として出場 

２１．内田 弘二（卓球連盟） 

   全日本卓球選手権大会 マスターズの部（令和元．１１．２～４） 

    男子ローエイティ 第５位 

２２．春日 七海（バレーボール連盟） 

   ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 

第３３回全国都道府県対抗中学バレーボール大会（令和元．１２．２５～２８） 

    優 勝 

２３．安孫子 陸（バレーボール連盟） 

   第７２回全国バレーボール高等学校選手権大会（令和２．１．５～１２） 

    ベスト１６ 

２４．森田 光希（柔道連盟） 

   第３１回東京都中学生学年別柔道選手権大会（令和２．１．１９） 

    中学３年生 男子軽量の部 優 勝 

２５．川鍋 綾菜（柔道連盟） 

   第３１回東京都中学生学年別柔道選手権大会（令和２．１．１９） 

    中学３年生 女子軽量の部 第３位 



２６．平山 颯羅（柔道連盟） 

   沖永壮一杯第３１回東京都少年少女学年別柔道選手権大会（令和２．２．１６） 

    小学４年生 少年中量の部 第３位 

２７．水村 獅子（柔道連盟） 

   沖永壮一杯第３１回東京都少年少女学年別柔道選手権大会（令和２．２．１６） 

    小学３年生 少年中量の部 優 勝 

２８．関塚 洋子（剣道連盟） 

   第１１回東京都女子年齢別剣道大会（令和元．５．２５） 

    はなみずきの部 第３位 

２９．平吹 曉（バドミントン協会） 

   第３回東京都小学生バドミントンチャレンジトーナメント（令和元．７．１３） 

    ５年男子シングルス 優 勝 

３０．飯田 志歩（バドミントン協会） 

   第３回東京都小学生バドミントンチャレンジトーナメント（令和元．７．１３） 

    ６年女子シングルス 準優勝 

３１．佐野 健太（バドミントン協会） 

   第３回東京都小学生バドミントンチャレンジトーナメント（令和元．７．１３） 

    １年男子シングルス 優 勝 

３２．森田 悠生（バドミントン協会） 

   第３回東京都小学生バドミントンチャレンジトーナメント（令和元．７．１３） 

    １年男子シングルス 準優勝 

３３．山崎 優梨（バドミントン協会） 

   第３回東京都小学生バドミントンチャレンジトーナメント（令和元．７．１３） 

    １年女子シングルス 第３位 

３４．松村 愛美（バドミントン協会） 

   第３５回関東シニアバトミントン選手権大会（令和元．７．２０～２１） 

    ３０歳以上女子ダブルス 第３位 

３５．松村 将司（バドミントン協会） 

   第３５回関東シニアバトミントン選手権大会（令和元．７．２０～２１） 

    ３５歳以上男子ダブルス 第３位 

３６．藤城 武之輔（バドミントン協会） 

   第１４回関東小学生選手権大会 東京予選会（令和元．８．１７） 

    男子５年シングルス 優 勝 

３７．渡邉 悠至（バドミントン協会） 

   第１４回関東小学生選手権大会 東京予選会（令和元．８．１７） 

    男子５年ダブルス 優 勝 

３８．下川 璃久（バドミントン協会） 

   第１４回関東小学生選手権大会 東京予選会（令和元．８．１７） 

    男子５年ダブルス 優 勝 

３９．山中 杏哩（バドミントン協会） 

      第１４回関東小学生バドミントン選手権大会（令和元．１０．１２～１３） 

    ５年女子ダブルス 第３位 

   ４０．森田 七海（バドミントン協会） 

      第１４回関東小学生バドミントン選手権大会（令和元．１０．１２～１３） 

    ５年女子ダブルス 第３位 

 



   ４１．村田 眞砂子（バドミントン協会） 

      第３６回全日本シニアバドミントン選手権大会2019 in 福島（令和元．１１．２１～２４） 

       女子ダブルス ７５歳の部 ベスト８ 

   ４２．米口 順子（バドミントン協会） 

      第３６回全日本シニアバドミントン選手権大会2019 in 福島（令和元．１１．２１～２４） 

       女子ダブルス ７０歳の部 第２位 

４３．矢代 信子（バドミントン協会） 

      第３６回全日本シニアバドミントン選手権大会2019 in 福島（令和元．１１．２１～２４） 

       女子ダブルス ６５歳の部  第３位 

   ４４．松村 美智子（バドミントン協会） 

      第３６回全日本シニアバドミントン選手権大会2019 in 福島（令和元．１１．２１～２４） 

       混合ダブルス ６０歳の部 ベスト１６ 

   ４５．神尾 明希（バドミントン協会） 

      第４３回東京都小学生シングルスバドミントン大会（令和元．１２．２１） 

       ３年女子シングルス 優 勝 

   ４６．渡邉 杏梨（バドミントン協会） 

      第２８回全国小学生バドミントン選手権大会（令和元．１２．２３～２５） 

       女子ダブルス４年生以下 第３位 

   ４７．薗田 優奈（バドミントン協会） 

      第２８回全国小学生バドミントン選手権大会（令和元．１２．２３～２５） 

       女子ダブルス４年生以下 第３位 

   ４８．島崎 将太朗（水泳協会） 

      第５２回東京都市町村総合体育大会 水泳競技（令和元．７．１４） 

       一般男子50ｍ平泳ぎ 第１位 

４９．松岡 広子（水泳協会） 

      ２０１９年度都民生涯スポーツ大会 水泳競技（令和元．９．１） 

       Ｈクラス（70歳以上） 100m背泳ぎ 第２位 

   ５０．古瀬 京子（水泳協会） 

      ２０１９年度都民生涯スポーツ大会 水泳競技（令和元．９．１） 

       Ｇクラス（65歳～69歳） 200ｍ個人メドレー 第２位 

５１．梅田 南美（水泳協会） 

      ２０１９年度都民生涯スポーツ大会 水泳競技（令和元．９．１） 

       Ｇクラス（65歳～69歳） 100mバタフライ 第３位 

   ５２．関口 智子（水泳協会） 

      ２０１９年度都民生涯スポーツ大会 水泳競技（令和元．９．１） 

       Ｆクラス（60歳～64歳） 200ｍ個人メドレー 第２位 

   ５３．比留間 麻子（水泳協会） 

      ２０１９年度都民生涯スポーツ大会 水泳競技（令和元．９．１） 

       Ｄクラス（51歳～54歳） 50ｍ背泳ぎ 第２位 

   ５４．嶋崎 昭夫（水泳協会） 

      ２０１９年度都民生涯スポーツ大会 水泳競技（令和元．９．１） 

       Ｇクラス（65歳～70歳） 50ｍバタフライ 第２位 

   ５５．富田 浩司（水泳協会） 

      ２０１９年度都民生涯スポーツ大会 水泳競技（令和元．９．１） 

       Ｅクラス（55歳～59歳） 100ｍ背泳ぎ 第１位 

 



５６．藤木 直人（水泳協会） 

     ２０１９年度都民生涯スポーツ大会 水泳競技（令和元．９．１） 

      Ｅクラス（55歳～59歳） 100ｍ自由形 第２位 

  ５７．嶋崎 壽勝（空手道連盟） 

     第５３回東日本実業団空手道選手権大会（令和元．６．２９） 

      形競技 マスターズ男子個人戦60歳～69歳 優 勝 

  ５８．清水 栄助（空手道連盟） 

     第５７回全国空手道選手権大会（令和元．１０．６） 

      小学５年生男子形試合 出場 

  ５９．中野 綾女（空手道連盟） 

     第５７回全国空手道選手権大会（令和元．１０．６） 

      小学５年女子形・組手試合 出場 

  ６０．山下 生武（空手道連盟） 

     第５７回全国空手道選手権大会（令和元．１０．６） 

      小学４年男子形・組手試合 出場 

６１．安武 里紗（空手道連盟） 

     第５７回全国空手道選手権大会（令和元．１０．６） 

      小学４年女子形・組手試合 出場 

６２．清水 鉄司（空手道連盟） 

     第５７回全国空手道選手権大会（令和元．１０．６） 

      小学３年男子組手試合 出場 

６３．神尾 和弘（弓道連盟） 

     第２４回シニア健康スポーツフェスティバルTOKYO弓道大会（令和元．１２．７） 

      男子 ５９～６４歳の部 準優勝 

６４．渡邊 匠（ボウリング連盟） 

     第４３回全日本中学ボウリング選手権大会（令和元．７．２２～２４） 

      東京都代表として出場 

６５．矢野 彩花（ボウリング連盟） 

     第７４回国民体育大会 ボウリング競技（令和元．１０．２～３） 

      少年少女団体戦 準優勝 

６６．柴山 莉央（新体操連盟） 

     東京都高等学校新体操個人種目別大会（令和２．１．１２） 

      種目別ボール 第３位 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



団  体 

 １．青梅市女子（ソフトテニス連盟） 

    第７２回都民体育大会 ソフトテニス競技（令和元．５．１１） 

     女子の部 準優勝 

    畑  喬雄  松浦 清子  山納 直美  畑沢 法子  福島 芳美  本間 朋子 

    渡辺 清美  大野 真紀  町田やよい  古屋ひとみ 

 ２．青梅信用金庫（ソフトテニス連盟） 

    第３３回ソフトテニス日本実業団リーグ（令和元．１０．２６～２７） 

     第７位 

    市原英里子  福島 芳美  本間 朋子  山納 直美  畑沢 法子  根岸 香奈 

    中西 彩与  伊藤 優子  

 ３．Ｅ‘Ｓ（卓球連盟） 

    第３８回全日本クラブ卓球選手権大会（令和元．１０．１１～１４） 

     男子一般の部２部  第５位 

    中村 哲也  吉田 弘樹  猪瀬 了坪  杉山 陽一  宮川 慎吾 

 ４．剣道青梅市代表（剣道連盟） 

    第７２回都民体育大会剣道競技会（令和元．５．１２） 

     第３位 

    宮岡 宏幸  益田  匠  大久保一希  仙石 智也  小川 範子  町田 昌文 

 ５．剣道男子青梅市代表（剣道連盟） 

    第５２回東京都市町村総合体育大会剣道競技（令和元．７．２８） 

     男子団体戦 優 勝 

    青木 辰也  大久保一希  益田  匠  仙石 智也  井上 翔太  町田 昌文 

 ６．剣道女子青梅市代表（剣道連盟） 

    第５２回東京都市町村総合体育大会剣道競技（令和元．７．２８） 

     女子団体戦 優 勝 

    宮岡 宏幸  小川 範子  沼田 知里  青木 鈴佳 

 ７．青梅市代表女子チーム（剣道連盟） 

    令和元年度東京都青年剣道大会（令和元．９．８） 

     女子団体戦 優 勝 

    宮岡 宏幸  小川 範子  沼田 知里  青木 鈴佳 

 ８．女子東京都代表青梅市（剣道連盟） 

    第６８回全国青年大会剣道大会（令和元．１１．９～１０） 

     女子団体戦 第３位 

    宮岡 宏幸  小川 範子  沼田 知里  青木 鈴佳 

 ９．青梅ジュニアバドミントンクラブ（バドミントン協会） 

    第３５回若葉カップ全国小学生バドミントン大会東京予選会（令和元．５．３） 

     男子団体の部 第３位 

    野口 渓太  藤城武之輔  平吹  曉  坂村 斗優  佐野 健太  森田 悠生 

    渡邉 悠至  下川 璃久 

 １０．青梅ジュニアバドミントンクラブ（バドミントン協会） 

    第３５回若葉カップ全国小学生バドミントン大会東京都予選会（令和元．５．３） 

     女子団体の部 第３位 

    飯田 志歩  佐野はるか  森田 七海  山崎 優梨  山中 杏哩  渡邉 杏梨 

    薗田 優奈  山中 朱哩 

 



１１．ＫＳＡ Ｓｅｒｇｅａｎｔ（ソフトボール連盟） 

   第４８回東京都壮年大会（令和元．５．１２、１９） 

    優 勝 

   田村 和也  久保 忠博  白鳥 拓也  舟田 圭吾  野本真一郎  谷村 正則 

   石田 哲也  嶋田 貴史  瀧澤 昌樹  田村  勝  小島 将輝  志村 健司 

   市野沢優太  二宮  誠  野島 正樹  鶴川屋智昭  井上 雅人  濱中 和彦 

   二宮由美子 

１２．ＫＳＡ（ソフトボール連盟） 

   第７１回東京都一般男子春季大会（令和元．６．２、１６） 

    優 勝 

   内山 智弘  吉崎 真典  舟田 圭吾  西村 勇哉  堀江 拓亨  木村 和馬 

   鶴川屋智昭  久保 王忠  岩田  涼  大木  颯  関谷 知己  嶋田 貴史 

   崎山 悠悟  野島 正樹  二宮  樹  久保 忠博  栗山 泰河  田村 和也 

   市野沢優太  市瀬 恭佑  新井 裕也  浜中 和彦  白鳥 拓也  二宮  誠 

１３．青梅カスミ（ソフトボール連盟） 

   第１８回東京都スーパーシニア大会（令和元．９．７、１４） 

    優 勝 

   金子 芳夫  新川 六郎  山﨑 義博  小髙 勝年  小野寺正雄  発知  稔 

   田中 益雄  芦澤  治  大山 和雄  中野 昌治  川口 悦二  木村  隆 

   神  松男  掘口 正則  小林 明夫  鈴木 健義  鍋倉 和雄  平山 鎔湜 

   中村 敬一  大河原久男  関根 正一  根岸 孝臣 

１４．青梅市Ａチーム（ボウリング連盟） 

   ２０１９年都民生涯スポーツ大会 ボウリング競技（令和元．８．１８） 

    準優勝 

   伊藤  修  堀川 光明  青柳 孝司  村田 博明 

１５．２１７（ビーチボール連盟） 

   第１９回ビーチボール関東大会（令和２．１．１３） 

    女子４０歳以上の部 優 勝 

   吉川 美香  齋藤ひとみ  下田千鶴恵  後藤 幸子  竹内 香織 

１６．ＤＡＮＧＥＲＳ（ビーチボール連盟） 

   第１９回ビーチビール関東大会（令和２．１．１３） 

    女子３０歳以上の部 第３位 

   青山  彩  大芝 史子  福田 美幸  内田 公美 

１７．ＣＵＢＥ（ビーチボール連盟） 

   第１９回ビーチボール関東大会（令和２．１．１３） 

    男子４０歳以上の部 優 勝 

   横田 貴光  市川 奉博  加藤 芳章  浜中  優   

１８．わんないと・不埒（ビーチボール連盟） 

   第１９回ビーチボール関東大会（令和２．１．１３） 

      男子５０歳以上の部 優 勝 

     市川 隆之  小野 淳司  森田  章  清水 浩久  笹本 浩司 

  １９．のりぃ～ず（ビーチボール連盟） 

     第１９回ビーチボール関東大会（令和２．１．１３） 

      男子４０歳以上の部 第３位 

     島田 規啓  水村 友秋  根岸  誠  並木 訓明 

 



  ２０．天ヶ瀬倶楽部（ビーチボール連盟） 

     第２３回ビーチボール東京都大会（令和２．１．１３） 

      男子６０歳以上の部  準優勝 

     新井 道夫  野村富士雄  野口 正喜  伊東  力 

  ２１．ＦＭ－Ａ（ビーチボール連盟） 

     第２３回ビーチボール東京都大会(令和２．１．１３) 

      女子４０歳以上の部 第３位 

     山下 千夏  野村 美絵  山下真奈美  髙田早智子  中﨑 由加 

  ２２．Ｔ．Ｍ．Ｏ（ビーチボール連盟） 

     第２３回ビーチボール東京都大会（令和２．１．１３） 

      女子１５歳以上の部 準優勝 

     諸井 諒恵  小川 弥生  浅見 香織  高山 千晴  藤巻 春香  高橋  希 


