
受賞者氏名 受賞者氏名

【昭和61年度】 黒田　康裕

スポーツ賞 石井　一 矢北　澄雄

太田　武五郎 北広島高等学校陸上部男子リレーチーム

佐々木　成子 広葉中学校陸上部女子リレーチーム

下河原　裕子 スポーツ奨励賞 薄井　浩二

藤原　隆行 田上　正則

堀切　智恵 廣谷　有美

松川　祥子 北広島高等学校陸上部女子駅伝チーム

広葉中学校陸上部女子リレーチーム 緑陽中学校女子バスケットボール部

広島相撲同志会

スポーツ奨励賞 石川　康生 【平成元年】

綱渕　秀幸 スポーツ賞 北村　季代

永井　美由紀 北村　憲一

東峰　征治 札幌日本大学高等学校卓球部

唐鎌　道子 道都大学短期大学部準硬式野球部

スポーツ奨励賞 高橋　あずさ

【昭和62年度】 細谷　誠

スポーツ賞 加藤　正隆 吉田　昌史

下河原　敦子 北広島西高等学校女子バレーボール部

高橋　章 道都大学短期大学部柔道部

宮野　通正 広島相撲同志会

スポーツ奨励賞 岩崎　徹 ジュニアスポーツ賞 北川　貴弘

山本　健二郎 奥田　聖子

北広島高等学校陸上部女子駅伝チーム 笹森　圭子

北広島高等学校陸上部男子リレーチーム 石岡　敏男

道都大学短期大学部柔道部 広島サッカースポーツ少年団

道都大学短期大学部準硬式野球部 ジュニアスポーツ奨励賞 東部スポーツ少年団

緑陽カープジュニア

【平成2年度】

【昭和63年度】 村上　勉 スポーツ賞 高橋　あずさ

肥田　政博 スポーツ奨励賞 伊藤　勉

桜井　誠一 金澤　芙美

堂端　健介 八田　正人

堂端　輪太郎 北広島西高等学校女子バレーボール部

原　憲次 ジュニアスポーツ賞 梅村　礼

宮田　一世 ジュニアスポーツ奨励賞 宇佐美　正和

宮野　英子 笹川　秀冶

北広島市スポーツ賞等受賞者一覧
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受賞者氏名 受賞者氏名

杉野　寛明 山田　千寿

原　善隆 広葉中学校バレーボール部

山川　加奈子 レッツ若葉

渡辺　吉行

【平成5年度】

【平成3年度】 スポーツ賞 金澤　寛

スポーツ賞 道都大学短期大学部男子柔道部 後藤　浩好

スポーツ奨励賞 花山　美帆 広島フレンズ

道都大学短期大学部硬式野球部 スポーツ奨励賞 島本　弘保

道都大学短期大学部女子軟式庭球部 菅原　聡

ママさんソフトボール広島 成田　三千穂

ジュニアスポーツ賞 垂石　圭梧 ジュニアスポーツ賞 今井　大輔

堂端　泰樹 高田　裕輔

原　善隆 ジュニアスポーツ奨励賞 ＦＣ大曲ジュニア

山川　加奈子 北広島ジュニア体操クラブ

ジュニアスポーツ奨励賞 柴田　順子 広島サッカースポーツ少年団

神　慶次郎

山田　志穂 【平成6年度】

広葉中学校サッカー部 スポーツ賞 朝比奈　明子

広葉中学校野球部 渡辺　智子

東部中学校テニス部 札幌広島ウインブレーザーズ

スポーツ奨励賞 佐々木　有紀

【平成4年度】 神　慶次郎

スポーツ賞 稲森　義則 新渕　昇

酒井　慶 美島　敏弘

平塚　武雄 北広島西高等学校女子バレーボール部

スポーツ奨励賞 北広島高等学校男子バスケットボール部 ジュニアスポーツ奨励賞 レッツ若葉

北広島西高等学校女子バレーボール部

道都大学短期大学部卓球部 【平成7年度】

広島フレンズ スポーツ賞 渡邊　裕亮

ジュニアスポーツ賞 宇佐美　正和 北広島西高等学校サッカー部

奥田　展子 スポーツ奨励賞 高木　伸

升元　裕子 佐藤　裕史

東部中学校ソフトテニス部 道都大学短期大学部柔道部

ジュニアスポーツ奨励賞 朝比奈　明子 ジュニアスポーツ賞 小田桐　和也

渋谷　藍 金野　高宏

身崎　かつら ＦＣ大曲ジュニア
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ジュニアスポーツ奨励賞 内海　慎吾 東部中学校体操部

小田桐　啓二 大曲中学校ソフトテニス部

齋藤　慧

西部中学校ソフトボール部 【平成10年度】

スポーツ賞 升元　裕子

【平成8年度】 奥田　展子

スポーツ賞 永塚　絢子 太田　圭一郎

道都大学柔道部 伊藤　康太

スポーツ奨励賞 尾崎　俊一 五十嵐　一哉

須貝　鉱太 千葉　智史

道都大学サッカー部 塩谷　和樹

ジュニアスポーツ賞 中西　智子 札幌日本大学高等学校剣道部

松山　明日香 道都大学サッカー部

緑陽中学校サッカー部 ウイン北広島

ジュニアスポーツ奨励賞 青木　勝士 スポーツ奨励賞 弓本　英実

古川　茂 弓本　ひとみ

佐藤　紀一

【平成9年度】 石黒　邦彦

スポーツ賞 梅村　正樹 加々見　盛幸

佐藤　伸一郎 大井　和憲

柴田　あずさ ジュニアスポーツ賞 伊藤　みゆ紀

徳村　光晃 渡邊　晶子

成澤　和也 千葉　洋也

スポーツ奨励賞 有好　則子 吉野　佑美

落合　純一 柴山　麻衣子

柴田　昇 田埜　秀次

山田　志穂 小野寺　彩

北広島西高等学校バレーボール部 ジュニアスポーツ奨励賞 福原　由恵

北広島西高等学校女子テニス部 中川　あや

ジュニアスポーツ賞 小田桐　啓二 北山　智康

高嶋　善郎 緑陽中学校ソフトボール部

西山　聖 西部中学校男子バレーボール部

ジュニアスポーツ奨励賞 厚谷　若菜

茂木　香里 【平成11年度】

高橋　理恵 スポーツ賞 磯田　弥寿雄

千葉　舞 田畑　千尋

内藤　大輔 南部　一樹
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受賞者氏名 受賞者氏名

高田　裕輔 【平成13年度】

弓本　英実 スポーツ賞 中村　綱樹

弓本　ひとみ 宗像　純子

道都大学柔道部 道都大学サッカー部

スポーツ奨励賞 吉田　義経 道都大学柔道部

工藤　孝彦 ケロッピーズ

ジュニアスポーツ賞 内海　亮子 札幌日本大学高等学校男子剣道部

重成　のと香 うえはら生花店

緑陽中学校男子バスケットボール部 スポーツ奨励賞 石橋　舞乙

ジュニアスポーツ奨励賞 有井　一博 田埜　祐一

三浦　淳 ジュニアスポーツ奨励賞 芦崎　祥美

吉田　直樹 前田　はるか

飯島　奈月 ＦＣ大曲ジュニア

佐藤　遼子 スポーツ賞特別賞 後藤　武夫

東部中学校女子ソフトテニス部

大曲中学校女子剣道部 【平成14年度】

北広島ジュニア体操クラブ スポーツ賞 清水　彩香

木下　真梨子

【平成12年度】 塚谷　昌樹

スポーツ賞 村越　美恵子 髙橋　さつき

鈴木　一世 札幌日本大学高等学校硬式野球部

中西　琢也 北海道スポーツフェスタ石狩管内チーム

工藤　友海 スポーツ奨励賞 工藤　明観

槇　一成 中畑　香菜子

北山　智康 吉野　佑美

札幌日本大学高等学校女子剣道部 宗像　大和

道都大学ゴルフ部 北広島高等学校ソフトテニス部

スポーツ奨励賞 秋林　龍 ジュニアスポーツ賞 中谷　亜美

ジュニアスポーツ賞 重成　一勲 花井　由衣

ジュニアスポーツ奨励賞 中山　裕介 梅田　まり

田畑　大地 辻　菜摘

宮崎　浩輔 ジュニアスポーツ奨励賞 岡田　美穂

表　明宏 鹿原　達也

千葉　真弥 中嶋　聡彌

花井　麻衣 広田　沙織

中谷　亜美 中嶋　智彌

東部中学校体操部 渡部　桃子
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田中　健太 渕田　彩香

松浦　有希 東部中学校女子ソフトテニス部

北広島柔道少年団 ジュニアスポーツ奨励賞 橋本　穂菜美

大曲中学校男子ソフトテニス部 スポーツ功労賞 佐藤　孝司

東部中学校女子ソフトテニス部 【平成17年度】

スポーツ功労賞 菅原　健蔵 スポーツ賞 滝本　友希

【平成15年度】 道都大学サッカー部

スポーツ賞 熊谷　遼三 スポーツ奨励賞 有井　一博

須貝　鉱太 ジュニアスポーツ賞 土居　紘

吉野　祐美 滝本　誠一

道都大学サッカー部 廣田　沙織

札幌日本大学高等学校女子テニス部 中村　玲美

札幌日本大学高等学校男子バスケットボール部 野間　井智

スポーツ奨励賞 山本　香奈 大曲中学校女子剣道部

田畑　大地 ジュニアスポーツ奨励賞 内間木　夏美

鳥谷部　真二 清水　大輔

那須　勉 三上　一翔

北広島高等学校女子テニス部 澤田　健太郎

ジュニアスポーツ賞 野田　あかね 大川　裕貴

佐々木　佳苗 東部カープジュニア

前田　はるか 北の台カープジュニア

岡田　美穂 スポーツ功労賞 佐野　忠司

谷川　真紀 石黒　弘義

西部カープジュニア 澄田　茂子

ジュニアスポーツ奨励賞 郷路　梨沙 【平成18年度】

中山　陽平 スポーツ賞 前田　はるか

北広島サッカースポーツ少年団 道都大学柔道部

東部中学校女子ソフトテニス部 道都大学ラグビー部

【平成16年度】 ジュニアスポーツ賞 吉田　勇偉

スポーツ賞 中谷　キサ子 ジュニアスポーツ奨励賞 北林　莉沙

道都大学柔道部 米山　沙希

スポーツ奨励賞 滝谷　麻衣 藤森　有彩

梅田　満生 安田　彩花

北広島高等学校陸上部女子リレーチーム 田村　嘉浩

Ｍ 小林　孝弘

ジュニアスポーツ賞 田畑　千舞 羽田　祐眞

山崎　智子 加藤　文彬
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東部中学校女子ソフトテニス部 スポーツ功労賞 濱田　賢一

広葉中学校卓球部

【平成21年度】

【平成19年度】 スポーツ賞 三浦　拓馬

スポーツ賞 笹森　信明 田畑　千舞

山﨑　友加里 谷川　真紀

道都大学硬式野球部 札幌日本大学高等学校男子テニス部

スポーツ奨励賞 清水　大輔 札幌日本大学高等学校男子剣道部

中村　玲美 札幌日本大学高等学校女子剣道部

ジュニアスポーツ賞 小原　鴻之介 スポーツ奨励賞 長谷川　裕明

阿部　千怜 長谷川　裕也

定岡　明香子 福田　康生

石津　圭菜 ジュニアスポーツ賞 渡邊　黎

中谷　沙希 髙畑　祐紀子

石田　理都 東部中学校野球部

上野　友倫 ジュニアスポーツ奨励賞 古川　圭太

鎌田　健太郎 中鉢　健太

髙畑　祐紀子 大曲中学校男子剣道部

東部中学校女子ソフトテニス部 スポーツ功労賞 細谷　誠

東部中学校柔道部

ＦＣ大曲ジュニア 【平成22年度】

スポーツ功労賞 澄田　好美 スポーツ賞 長谷川　裕明

伊藤　羽美

【平成20年度】 花井　由衣

スポーツ賞 道都大学サッカー部 スポーツ奨励賞 滝本　誠一

札幌日本大学高等学校女子剣道部 ジュニアスポーツ賞 佐々木　郁実

札幌日本大学高等学校女子テニス部 加藤　文彬

ジュニアスポーツ賞 長谷川　綾花 鎌田　健太郎

西田　唯子 髙橋　巨

中谷　沙希 熊野　壮平

大上まなみ ジュニアスポーツ奨励賞 谷口　穂乃佳

ジュニアスポーツ奨励賞 奥村　隆也 原田　亜耶

定岡　恭汰 大上　なおみ

大曲中学校男子ソフトテニス部 飯田　百香

ＦＣ大曲ジュニア 佐々木　麗花

西部ホワイトファング 山内　将仁

北広島イーストグローリー野球少年団 河部　優真
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広瀬　嶺太 ジュニアスポーツ賞 田中　奨真

広葉中学校女子バスケットボール部 石塚　悠真

ジュニアスポーツ奨励賞 豊村　綾乃

【平成23年度】 小祝　さくら

スポーツ賞 ウイン北広島 浦　理玖史

道都大学硬式野球部 梅村　友樹

札幌日本大学高等学校男子テニス部 北広島バレーボール少年団

札幌日本大学高等学校女子テニス部 北広島ジュニア体操クラブ（男子）

札幌日本大学高等学校男子剣道部 北広島ジュニア体操クラブ（女子）

スポーツ奨励賞 加藤　文彬 スポーツ功労賞 竹林　顯

伊藤　千里 中村　優子

豆田　幸映 佐々木　賢二

村田　彩華

ジュニアスポーツ賞 小林　佑樹 【平成25年度】

北広島イーストグローリー野球少年団 スポーツ賞 大上　まなみ

ジュニアスポーツ奨励賞 松尾　渉 鎌田　健太郎

齊藤　莉乗 中谷　沙希

坂上　帆風 西　いこい

岡部　美波 道都大学女子柔道部

伊藤　真侑 スポーツ奨励賞 札幌日本大学高等学校女子柔道部

蛯谷　葵 ジュニアスポーツ賞 鎌田　慎ノ介

青田　泰知 小祝　さくら

鎌田　慎ノ介 浦　理玖史

東部中学校陸上部男子リレーチーム 北広島ジュニア体操クラブ

ジュニアスポーツ奨励賞 山田　晴菜

【平成24年度】 佐々木　郁実

スポーツ賞 中鉢　健太 佐藤　理生

渡邊　黎 大曲中学校女子バスケットボール部

加藤　文彬 北広島サッカースポーツ少年団

佐藤　魁秀 東部中学校野球部

札幌日本大学高等学校男子バスケットボール部 スポーツ功労賞 東野　幸男

札幌日本大学高等学校サッカー部 佐々木　章

スポーツ奨励賞 髙橋　孔雅 上田　良治

児玉　果音 田中　秀明

渡邉　工起

中谷　沙希 【平成26年度】

道都大学サッカー部 スポーツ賞 長谷川　裕也
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滝本　誠一 西の里カープジュニア

吉田　勇偉 スポーツ功労賞 合田　民雄

札幌日本大学高等学校男子テニス部 藤原　修

札幌日本大学高等学校女子テニス部 岡本　政昭

札幌日本大学高等学校女子剣道部 近江谷　清司

ジュニアスポーツ賞 成澤　さち

北畠　千佳子 【平成28年度】

金山　空斗 スポーツ賞 落合　純一

半澤　寧大 落合　恵美子

東　亮佑 柴田　涼哉

ジュニアスポーツ奨励賞 川原　陸玖 鈴木　大和

会津　悠斗 三森　啓右

仲上　航希 札幌日本大学高等学校女子剣道部

佐々木　海斗 北広島エルフィンズ

佐藤　優美 札幌日本大学高等学校陸上競技部

スポーツ功労賞 三谷　修一 ジュニアスポーツ賞 羽田　瑞季

武田　鉄男 合田　百花

佐藤　真一 熊谷　凛樹

田上　正則 東部中学校　相撲チーム

北広島北の台ＪＶＣ

【平成27年度】 ジュニアスポーツ奨励賞 後藤　椋太

スポーツ賞 多田　花奈美 伊藤　駿

永井　雪新 河部　ほのか

長澤　健汰郎 大沼　樹生

佐藤　紳一郎 遠山　拓磨

佐藤　勇輝 秋葉　陸斗

札幌日本大学高等学校男子バスケットボール部 東部中学校　体操チーム

スポーツ奨励賞 梅津　夢乃 北広島バレーボール少年団

ジュニアスポーツ賞 佐々木　海斗 スポーツ功労賞 杉山　哲也

川原　陸玖 石川　忠雄

北広島市相撲同志会 大西　晃平

ジュニアスポーツ奨励賞 秋庭　結心

青沼　小雪 【平成29年度】

杉本　大和 スポーツ賞 田中　奨真

平川　楓希 髙橋　臣

北広島ジュニア体操クラブ 熊野　壮平

大曲中学校剣道部 ジュニアスポーツ賞 野尻　桃羽
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受賞者氏名 受賞者氏名

大沼　樹生 藤田　あゆみ

仲上　航希 ジュニアスポーツ賞 舟山　大斗

今村　彩美 木原　真樹

熊谷　琉希 遠山　拓磨

土居　來人 武内　駿

小野寺　さくら 清水　裕貴

大瀧　慶人 根田　うの

大瀧　寧々 加藤　海人

玉田　朱莉 加藤　拓海

玉田　憂莉 今村　心優

大友　蓮也 ジュニアスポーツ奨励賞 岡本　翔太

大友　琴乃 会津　芽依

工藤　哲平 廣田　龍輝

北広島北の台ＪＶＣ 本間　翔貴

ジュニアスポーツ奨励賞 岡　七葉 堀井　敬太

岡　咲葉 小林　美月

江戸　健太 齊藤　有哉

田島　想人 北広島イーストグローリー野球少年団

吉田　生人 北広島ジュニア体操クラブ

濱野　久玲愛 スポーツ功労賞 加々見　盛幸

元木　綾那 桑村　衛

伊藤　瑛介 【令和元年度】

伊藤　凌香 スポーツ賞 後藤　功貴

根田　うの 西谷　和峻

北広島西の里カープジュニア 宝利　貴也

スポーツ功労賞 鈴木　利治 金　桃花

吉川　公久 ジュニアスポーツ賞 菅原　蓮

宮越　茂 鎌田　実夕

【平成30年度】 藤田　勝也

スポーツ賞 鎌田　慎ノ介 大瀧　寛人

星槎道都大学硬式野球部 小西　倖輝

ウイン北広島 青山　雛子

札幌日本大学高等学校　女子剣道部 大山　舜矢

札幌日本大学高等学校　男子剣道部 皆木　悠空

札幌日本大学高等学校　女子柔道部 川島　みなみ

スポーツ奨励賞 半澤　清人 川島　愛美

半澤　魁人 ジュニアスポーツ奨励賞 中塚　奏太郎
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受賞者氏名 受賞者氏名

秋元　玲哉 札幌日本大学高等学校

野瀬　直也 スポーツ奨励賞 北畠　千佳子

佐藤　太亮 覀村　優

小瀬　彩翔 今村　心優

有元　颯太 加瀬　輝紀

青木　翔 ジュニアスポーツ賞 丹羽　奏

小林　樹 安孫子　晴真

石崎　虎太郎 ジュニアスポーツ奨励賞 清水　廉人

小阪　凛 宮北　芽衣

北広島リトルシニア 木村　明日香

札幌北広島ボーイズ 廣田　芽依

スポーツ功労賞 小倉　清爾 岡本　優菜

阿知良　信夫 髙嶋　柑汰

清水　美幸 西部中学校ソフトボール部

【令和２年度】 東部中学校陸上競技部

スポーツ賞 佐藤　純一 スポーツ功労賞 柳田　卓哉

濱野　久玲愛 川原　千佳

スポーツ奨励賞 羽田　瑞季 今井　宏

ジュニアスポーツ奨励賞 井利元　瑛太

藤山　耕太郎

五十嵐　奨真

岩間　吉平

五十嵐　杏

島崎　翔介

宮北　啓史

山本　憐

北広島北の台JVC

北広島柔道少年団

北広島市立西部中学校柔道部

スポーツ功労賞 佐野　忠司

【令和3年度】

スポーツ賞 中島　未琴

半澤　寧大

五十嵐　和真

木村　大成

鈴木　大和

小林　美月

10 ページ


