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◎ ス ポ ー ツ 賞

　 　 特別栄誉賞
井　内　菜津美　　（陸上競技）
　　　　　　　　　東京レガシーハーフマラソン 2022
　　　　　　　　　　　女子視覚障がい T11/12  　　　　　　　 　    １　位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※世界記録更新

　　　栄 誉 賞
原　田　紀　香　　（スキー）
　　　　　　　　　北京 2022 パラリンピック冬季競技大会
　　　　　　　　　　　アルペンスキー女子回転座位　　　　　　 　  ８　位

　　　優秀選手賞
飯　田　陸　斗　　（サッカー）
　　　　　　　　　HiFA 平和記念 2022 Balcom BMW CUP
　　　　　　　　　　　広島国際ユースサッカー　　　　　　　　　   １　位

池　田　悠　音　　（陸上競技）
　　　　　　　　　皇后盃 第 41 回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会　　２　位

上　田　風　音　　（ソフトテニス）
　　　　　　　　　第 56 回全日本私立高等学校選抜ソフトテニス大会
　　　　　　　　　　　女子団体戦　　　　　　　　 　  　　　　　　１　位

太　田　咲　雪　　（陸上競技）
　　　　　　　　　皇后盃 第 41 回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会　　２　位

奥　園　心　咲　　（水泳）
　　　　　　　　　第 9 回ジュニアパンパシフィック選手権（アメリカ / ハワイ）
　　　　　　　　 　  　女子4×200m自由形リレー　　　　　　　　　３　位

喜　多　壱　也　　（サッカー）
　　　　　　　　　第 24 回国際ユースサッカー in 新潟　　　　　　    １　位

定　廣　征　季　　（ボクシング）
　　　　　　　　　第 77 回国民体育大会ボクシング競技会
　　　　　　　　　　　少年男子ピン級　　　　　　　　　　　　 　  １　位

田　中　風　舞　　（フェンシング）
　　　　　　　　　第 77 回国民体育大会フェンシング競技会
　　　　　　　　　　　成年男子フルーレ　　　　　　　　　　　 　  ２　位
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津　田　雅　和　　（水泳）
　　　　　　　　　第 37 回日本マスターズ水泳選手権大会
　　　　　　　　　（ジャパンマスターズ 2022）
　　　　　　　　　　　100 ｍ自由形 男子 50 ～ 54 歳　 　　　　　　  １　位

細　谷　愛　子　　（陸上競技）
　　　　　　　　　皇后盃 第 41 回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会　　２　位

松　村　颯　天　　（空手道）
　　　　　　　　　第 12 回世界ジュニア＆カデット、U21 空手道選手権大会
　　　　　　　　　　　ジュニア男子団体形　　　　　　　　　　 　  １　位

山　本　釉　未　　（陸上競技）
　　　　　　　　　皇后盃 第 41 回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会　　２　位

若　林　寛　斗　　（空手道）
　　　　　　　　　第 12 回世界ジュニア＆カデット、U21 空手道選手権大会
　　　　　　　　　　　ジュニア男子団体形　　　　　　　　　　 　  １　位

　　　ジュニア賞（個人）
安　達　彩　乃　　（軟式野球）
　　　　　　　　　NPB ガールズトーナメント 2022
　　　　　　　　　　　全日本女子学童軟式野球大会　　　　　  　　３　位

大　垣　心太郎　　（テニス）
　　　　　　　　　第 40 回第一生命全国小学生テニス選手権大会
　　　　　　　　　　　男子シングルス　　　　　　　　　　　  　　３　位

大　東　飛　真　　（柔道）
　　　　　　　　　第 53 回全国中学校柔道大会
　　　　　　　　　　　男子個人 50kg 級　 　  　　　 　　　　　　  １　位

金　沢　純　禾　　（スケート競技）
　　　　　　　　　第 26 回全日本フィギュアスケートノービス選手権大会
　　　　　　　　　　　ノービス B 女子　 　  　　　 　　　　　　   １　位

櫛　田　育　良　　（スケート競技）
　　　　　　　　　第 91 回全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会
　　　　　　　　　　　ジュニア女子　　　　　　　　　　　　　　　４　位

小　島　理　人　　（自転車競技）
　　　　　　　　　第 39 回全日本自転車競技選手権 BMX レーシング
　　　　　　　　　　　男子 9-10　　　　　　　　　　　　　　　　　１　位
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坂　本　四　葉　　（柔道）
　　　　　　　　　第 53 回全国中学校柔道大会
　　　　　　　　　　　女子個人 70kg 超級　　 　　　　　　　　　  ３　位

島　田　麻　央　　（スケート競技）
　　　　　　　　　第 91 回全日本フィギュアスケート選手権大会
　　　　　　　　　　　女子　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　３　位

清　水　優　桜　　（空手道）
　　　　　　　　　第 22 回全日本少年少女空手道選手権大会
　　　　　　　　　　　3 年女子組手　　 　　　　　 　　　　 　　　３　位

田　井　滉　泰　　（空手道）
　　　　　　　　　第 30 回全国中学生空手道選手権大会
　　　　　　　　　　　男子個人形　　 　　　　　 　　　　　　　　１　位

高　橋　星　名　　（スケート競技）
　　　　　　　　　第 26 回全日本フィギュアスケートノービス選手権大会
　　　　　　　　　　　ノービス A 男子 　　　　 　　　　　　　　  １　位

戸　田　杏　奈　　（軟式野球）
　　　　　　　　　NPB ガールズトーナメント 2022
　　　　　　　　　　　全日本女子学童軟式野球大会　　　　　　  　３　位

中　村　陽茉莉　　（軟式野球）
　　　　　　　　　NPB ガールズトーナメント 2022
　　　　　　　　　　　全日本女子学童軟式野球大会　　　　　　  　３　位

藤　原　彩　花　　（ボウリング）
　　　　　　　　　第 12 回全日本小学生ボウリング競技大会
　　　　　　　　　　　6 年生 女子の部 　　　　 　　　　　　　　  ２　位

麦　谷　杏　莉　　（空手道）
　　　　　　　　　第 22 回全日本少年少女空手道選手権大会
　　　　　　　　　　　6 年女子形 　　　　 　　　　　　　　  　　 ３　位

麦　谷　亮　英　　（空手道）
　　　　　　　　　第 30 回全国中学生空手道選手権大会
　　　　　　　　　　　男子個人形 　　　　 　　　　　　　　  　　 ３　位

村　上　遥　奈　　（スケート競技）
　　　　　　　　　第 91 回全日本フィギュアスケート選手権大会
　　　　　　　　　　　ペア 　　　　 　　　　　　　　  　　 　　　１　位
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　　　ジュニア賞（団体）
宇 治 柔 道 会　（柔道）
　　　　　　　　　2022 年度マルちゃん杯全日本少年柔道大会
　　　　　　　　　　　小学生の部　　　　　　　　　　　　　　　　３　位
（井上 ジュロム 恵太・大垣　拓士・斎藤　聖真・下農　晴翔・鳥本　想介・

鳥本　大誠・西尾　裕太）

　　　奨　励　賞（個人）
竹　田　光　晴　　（スキー）
　　　　　　　　　令和 3 年度京都府中学校総合体育大会
　　　　　　　　　　　スキー競技の部 男子大回転　　　　　　 　 　 １　位

堂　園　晃　大　　（空手道）
　　　　　　　　　第 9 回笹川杯近畿少年少女空手道選手権大会
　　　　　　　　　　　形 2 年男子　　　　　　　　　　　　  　　　３　位

三　明　慶　祐　　（空手道）
　　　　　　　　　第 9 回笹川杯近畿少年少女空手道選手権大会
　　　　　　　　　　　形 3 年男子　　　　　　　　　　　   　 　　２　位

山　田　啓太郎　　（水泳）
　　　　　　　　　第 71 回近畿中学校総合体育大会
　　　　　　　　　　　男子 200m 自由形　　　　　　　　　　  　　３　位

　　　奨　励　賞（団体）
宇治 FC ローラス　（フットサル）
　　　　　　　　　JFA 第 13 回全日本 U-15 女子フットサル選手権大会
　　　　　　　　　　　関西大会　　　　　　　　　　　　　　　　　１　位
（打田　愛里・小野　一華・尾田真愛美・木田乃々華・多田　美咲・
 田中佳保里・中井　絢香・中松かれん・吉川　芹奈・渡辺　海美）

宇治市立西小倉中学校　（陸上競技）
　　　　　　　　　第 75 回京都府中学校総合体育大会
　　　　　　　　　　　低学年男子 4 × 100m リレー　　　　　　　　１　位
（児嶋　愛也・小林息吹来・中務佑一朗・溝口　陸）

宇治市立東宇治中学校　（バレーボール）
　　　　　　　　　第 75 回京都府中学校総合体育大会
　　　　　　　　　　　バレーボールの部　男子　　　　　　　　　　１　位
（植村　太一・尾﨑　藍斗・久保田海吏・坂口　友哉・佐々木　涼・辻田　弓亜・
 長岡　侍源・西出　大悟・松田　煌平・村上　裕真・森下　歩夢・吉田　優希）
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宇治市立東宇治中学校　（卓球）
　　　　　　　　　第 75 回京都府中学校総合体育大会
　　　　　　　　　　　卓球の部　女子団体　　　　　　　　　　　　１　位
（加川　碧乃・栗本　悠希・多田　愛菜・中家　七峰・舩川向日葵・
 松原　有希・吉池　玲那）

京都府 A（心華館）　（空手道）
　　　　　　　　　第 9 回笹川杯近畿少年少女空手道選手権大会
　　　　　　　　　　　女子団体形　　　　　　　　　　　　　　　　１　位
（髙原　日和・戸田　結月・藤田　志帆・麦谷　杏莉）

　 　 功　労　賞
北　野　三　則　　（宇治市バレーボール協会）

　平成 12 年よりチーム付役員、平成 16 年より協会理事に
就任。長年にわたり、生涯スポーツとしてのソフトバレー
ボールの普及に尽力され、宇治市のスポーツ振興に貢献さ
れた。

齊　藤　常　雄　　（西小倉学区体育振興会）
　昭和 60 年より本部役員、令和 3 年より会長に就任。各
種イベントの企画・運営に携わり、地域スポーツの普及・
振興に尽力され、西小倉学区の地域コミュニティ形成と地
域の活性化に大きく貢献された。

竹　田　優　子　　（宇治市バドミントン協会）
　平成 12 年よりバドミントンを指導。平成 28 年より協会
役員に就任。「宇治市中学ジュニア」の立ち上げをはじめ、
長年にわたり、バドミントンの普及と青少年の健全育成に
貢献された。

八　坂　孝　之　　（神明スポーツ少年団）
　平成 14 年より野球を指導。長年にわたり、野球の普及
および野球を通じた青少年の健全育成に尽力され、宇治市
のスポーツ振興に貢献された。

安　田　睦　美　　（宇治市バドミントン協会）
　平成 11 年より協会理事、平成 22 年以降専門委員長等を
歴任。 「宇治市中学ジュニア」の立ち上げをはじめ、長年
にわたり、バドミントンの普及と青少年の健全育成に貢献
された。
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矢　野　常　雄　　（宇治市弓道協会）
　平成 4 年に副会長、平成 23 年に相談役に就任。長年に
わたり、宇治市を含む京都府南部における弓道の普及・振
興および指導者育成に尽力された。


