
スポーツ優秀奨励賞（個人）

№ 氏名 種　　目 所　　属 功  績  内  容

1 内田貴大 陸上競技 大野小学校６年 第１回長崎県小・中学生長距離記録会　　小学６年　１５００ｍ　優勝

2 鷲尾忠央 陸上競技 西海学園高等学校３年 第６４回九州陸上競技選手権大会　　男子ジュニア砲丸投　２位

3 片山裕貴 陸上競技 西海学園高等学校３年 国民体育大会　陸上競技　　少年男子Ａ　やり投　７位

4 日高基輝 陸上競技 西海学園高等学校２年 全九州高等学校新人陸上競技大会　　５０００ｍ競歩　３位

5 中村正義 陸上競技 佐世保養護学校高等部３年
第９回全国障害者スポーツ大会～トキめき新潟国体～
　　男子１００ｍ　優勝　　　　男子２００ｍ　優勝  　　４×１００ｍリレー　２位

6 野中雄太 陸上競技 佐世保養護学校高等部３年
第９回全国障害者スポーツ大会～トキめき新潟国体～
　　男子２００ｍ　優勝　　　　男子４００ｍ　優勝  　　４×１００ｍリレー　２位

7 中村聖里菜 陸上競技 佐世保商業高等学校３年

長崎県陸上競技選手権大会  　女子３０００ｍ競歩　　優勝
第８回長崎県高等学校陸上競技選手権大会　　女子３０００ｍ競歩　　優勝
秩父宮賜杯第６２回全国高等学校陸上競技選手権大会北九州地区予選会
女子３０００ｍ競歩　優勝

8 浦田　龍 陸上競技 佐世保工業高等専門学校４年
第４６回九州沖縄地区国立工業高等専門学校体育大会陸上競技
　　男子１１０ｍハードル　　優勝

9 平田卓巳 陸上競技 佐世保工業高等専門学校４年
第４６回九州沖縄地区国立工業高等専門学校体育大会陸上競技　　男子やり投　　優勝
第４４回全国高等専門学校体育大会陸上競技　　男子やり投　　３位

10 長岡弘大 陸上競技 広田中学校３年 第５５回全日本中学校通信陸上競技大会長崎県大会　　共通男子４００ｍ　優勝

11 帖佐幸子 武術太極拳
第２６回全日本武術太極拳選手権大会　　女子太極剣・刀の部　６位
第２２回全国スポーツ・レクリエーション祭宮崎大会　　太極拳　個人競技の部　５位

12 冨田弥佑 卓球 清水小学校５年 長崎県卓球選手権大会　　女子シングル　小学の部　　優勝

13 冨田真穂 卓球 清水小学校３年 全日本卓球選手権大会長崎県予選会　　女子シングルス　カブの部　　優勝

14 吉田有希 卓球 吉井中学校３年
長崎県中学校総合体育大会卓球競技　　女子シングルス　優勝
第３９回長崎県中学生卓球選手権大会　　女子シングルス　優勝

15 定松祐輔 卓球 旭中学校２年
長崎県中学校総合体育大会卓球競技　　男子シングルス　優勝
第３８回九州中学校卓球競技大会　　男子シングルス　２位

16 濵野充秀 体操 白南風小学校５年
長崎県小学生体操大会　　男子個人総合　優勝　　　男子種目別　ゆか優勝　　跳馬優勝
第２４回九州小学生体操大会　　男子種目別　　ゆか３位　　　　跳馬２位

17 髙田洋平 体操 日宇中学校２年 長崎県中学校総合体育大会体操競技新人大会　　男子個人総合　　優勝

18 佐々木里咲 体操 大野小学校３年
長崎県小学生体操大会　　女子個人総合　優勝
　　　　　　　　　　　　　　　　　女子種目別　　平均台優勝　　　段違い平行棒優勝
第２４回九州小学生体操大会　　女子種目別　　平均台２位

19 ダンコ絵里香リン 体操 聖和女子学院高校１年 全九州高等学校体育大会体操競技大会　　女子種目別　　平均台３位

20 山口拓己 体操 春日小学校５年 第２４回九州小学生体操大会　　男子種目別　　ゆか２位

21 永田未来 水泳 木風小学校６年 長崎県ジュニア夏季水泳競技大会　　女子５０ｍ自由形　　優勝

22 川部卓哉 水泳 白南風小学校５年 長崎県ジュニア夏季水泳競技大会　　男子２００ｍ個人メドレー　　優勝

23 本村孝徳 水泳 日野小学校１年 長崎県ジュニア秋季水泳競技大会　　男子５０ｍ背泳ぎ　　優勝

24 長岡里奈 水泳 日宇中学校３年 長崎県ジュニア夏季水泳競技大会　　女子８００ｍ自由形　　優勝

25 森矢　樹 水泳 日宇中学校１年
長崎県ジュニア夏季水泳競技大会　　女子２００ｍ個人メドレー　　優勝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子５０ｍ平泳ぎ　　　　　　優勝

26 松永さゆり 水泳 潮見小学校４年
長崎県ジュニア秋季水泳競技大会　　女子５０ｍ自由形　　　優勝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子１００ｍ自由形　　優勝

27 中島優理果 水泳 中里中学校２年
長崎県中学校総合体育大会水泳競技　　　共通女子２００ｍ自由形　優勝
長崎県中学校総合体育大会　水泳競技　　共通女子４００ｍ自由形　優勝

28 荒木琴音 水泳 中里小学校５年 長崎県ジュニア秋季水泳競技大会　　女子２００ｍ自由形　　　優勝

29 園川智菜美 水泳 大野中学校１年 長崎県ジュニア秋季水泳競技大会　　女子１００ｍ自由形　　　優勝

30 南里一美 水泳 大塔小学校６年
長崎県学童水泳大会　　　女子５０ｍバタフライ　　優勝　　女子１００ｍ自由形　　　優勝
長崎県ジュニア夏季水泳競技大会　　　女子５０ｍ背泳ぎ　　　　優勝

31 岩見勇希 水泳 大塔小学校６年
長崎県スプリント選手権水泳競技大会　男子５０ｍ自由形　優勝　　男子５０ｍ平泳ぎ　優勝
長崎県ジュニア夏季水泳競技大会　　　男子５０ｍ自由形　　優勝

32 古賀　颯 水泳 大塔小学校５年
長崎県スプリント選手権水泳競技大会　男子５０ｍ背泳ぎ優勝　男子５０ｍバタフライ優勝
九州ジュニア水泳競技大会　　　男子５０ｍ背泳ぎ　３位

33 南里愛恵 水泳 大塔小学校４年
長崎県ジュニア夏季水泳競技大会　女子１００ｍバタフライ　　　優勝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子２００ｍ個人メドレー　　優勝

34 永井知美 水泳 大塔小学校４年
長崎県ジュニア夏季水泳競技大会　　女子５０ｍ平泳ぎ　　　優勝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子１００ｍ平泳ぎ　　優勝
長崎県学童水泳大会　　女子２００ｍ個人メドレー　　優勝
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35 戸田拓海 水泳 相浦中学校１年
長崎県ジュニア春季水泳競技大会　男子５０ｍバタフライ　　　優勝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子１００ｍバタフライ　　優勝

36 増田成将 水泳 相浦西小学校６年
長崎県ジュニア秋季水泳競技大会　　男子５０ｍ自由形　　　　優勝
　　　　　　　　　　　男子５０ｍバタフライ　　優勝　　男子２００ｍ自由形　　　優勝

37 米倉詩織 水泳 相浦西小学校３年 長崎県ジュニア秋季水泳競技大会　　女子５０ｍバタフライ　　優勝

38 田中諒平 水泳 相浦小学校５年 長崎県スプリント選手権水泳競技大会　　男子５０ｍ平泳ぎ　　優勝

39 久富伸哉 水泳 早岐小学校５年 長崎県学童水泳大会　　男子５０ｍバタフライ　　優勝

40 豊福莉子 水泳 赤崎小学校５年 長崎県ジュニア秋季水泳競技大会　　女子５０ｍ自由形　　優勝

41 田村　剛 水泳 山手小学校５年 長崎県ジュニア春季水泳競技大会　　男子１００ｍ自由形　　優勝

42 村田　悟 水泳 崎辺中学校３年 長崎県ジュニア秋季水泳競技大会　　男子１００ｍ背泳ぎ　　優勝

43 石井浩司 水泳 崎辺中学校３年 第４１回西日本年齢別選手権大会　　男子１５００ｍ自由形　　３位

44 萩原勇士 水泳 佐世保工業高等専門学校３年
第４６回九州沖縄地区国立工業高等専門学校体育大会水泳競技
男子１００ｍ平泳ぎ　　優勝　　男子２００ｍ平泳ぎ　　優勝

45 今里亮太 水泳 佐世保工業高等専門学校３年 全九州高等学校体育大会水泳競技大会　　男子４００ｍ自由形　４位

46 中村憲太郎 水泳 広田小学校５年 長崎県学童水泳大会　　男子５０ｍ自由形　　優勝

47 久野倫太郎 水泳 広田小学校３年 長崎県ジュニア秋季水泳競技大会　　男子２００ｍ個人メドレー　　優勝

48 植木胡桃 水泳 九州文化学園高等学校３年 全九州高等学校水泳競技大会　　女子８００ｍ自由形　３位

49 岩下玲菜 水泳 九州文化学園高等学校３年 全九州高等学校水泳競技大会　　女子２００ｍ個人メドレー　４位

50 藤山晃亮 水泳 九州文化学園高等学校１年 全九州高等学校選手権新人水泳競技大会　　男子１００ｍ自由形　３位

51 田中文孝 水泳 金比良小学校４年
長崎県ジュニア秋季水泳競技大会　　男子５０ｍ自由形　　　　優勝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子５０ｍバタフライ　　優勝

52 末武果実 水泳 皆瀬小学校６年
長崎県ジュニア秋季水泳競技大会　　女子５０ｍバタフライ　　　優勝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子１００ｍバタフライ　　優勝

53 福田　渓 水泳 花高小学校６年
長崎県ジュニア秋季水泳競技大会　　男子５０ｍ背泳ぎ　　　優勝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子１００ｍ背泳ぎ　　優勝

54 濵野あゆみ 少林寺拳法 佐世保工業高等専門学校５年
第３１回九州地区高等専門学校少林寺拳法大会　 有段者　組演武　　 優勝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有段者　単独演武　３位

55 西山修司 少林寺拳法 佐世保工業高等専門学校４年 第３１回九州地区高等専　門学校少林寺拳法大会　有段者　単独演武　　優勝

56 深見由利子 柔道 山澄中学校１年 長崎県中学校総合体育大会柔道競技新人大会　　女子個人４４Ｋｇ級　優勝

57 小宗はなこ 空手道 野崎中学校２年 長崎県中学校総合体育大会新人大会空手道　　２年女子個人形　優勝

58 中尾元紀 空手道 日宇中学校３年 第５回全日本空手道連盟剛柔会　長崎県空手道選手権大会　　中学３年生男子組手　優勝

59 深堀宏大 空手道 日宇中学校３年 第３２回全日本空手道連盟剛柔会九州地区空手道選手権大会　　中学３年生男子組手３位

60 堀江圭功 空手道 日宇中学校２年 長崎県中学校空手道競技新人大会空手道　　２年男子個人組手　優勝

61 本村潤也 空手道 日宇小学校６年
第３５回全日本空手道連盟剛柔会全日本空手道選手権大会　　小学６年生男子組手２位
第３２回全日本空手道連盟剛柔会　九州地区空手道選手権大会
　　                                                            小学６年生男子組手　　優勝

62 田渕川拓歩 空手道 日宇小学校３年 第３２回全日本空手道連盟剛柔会　九州地区空手道選手権大会　小学３年生男子組手３位

63 松尾優希 空手道 中里小学校５年 第２５回長崎県少年少女空手道選手権大会　　５年女子個人組手　優勝

64 谷川淳一郎 空手道 大野中学校２年
第１３回長崎県中学生空手道選手権大会　　男子個人形　優勝
長崎県中学校総合体育大会第４回空手道競技新人大会　　２年男子個人形　優勝

65 島元玲於 空手道 大塔小学校４年 第３２回全日本空手道連盟剛柔会九州地区空手道選手権大会　　小学４年生男子組手３位

66 柴山汐音 空手道 大塔小学校２年
第３２回全日本空手道連盟剛柔会九州地区空手道選手権大会　小学１・２年生女子形２位
第５回全日本空手道連盟剛柔会長崎県空手道選手権大会　小学１・２年生女子形　　優勝

67 永野満里南 空手道 相浦小学校４年 第２５回長崎県少年少女空手道選手権大会　　４年女子個人組手　優勝

68 楠田　愛 空手道 相浦小学校３年 第２５回長崎県少年少女空手道選手権大会　　３年女子個人形　優勝

69 井添結琴 空手道 早岐中学校３年 九州中学校総合体育大会空手道　　女子個人形　３位
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70 佐藤純平 空手道 早岐中学校２年
第３２回全日本空手道連盟剛柔会九州地区空手道選手権大会　　中学生男子形　４位
第５回全日本空手道連盟剛柔会長崎県空手道選手権大会　中学生男子形　優勝

71 福本菜月 空手道 早岐中学校２年 長崎県中学校総合体育大会新人大会空手道　２年女子個人組手　優勝

72 折津竜貴 空手道 早岐中学校１年 長崎県中学校総合体育大会新人大会空手道　１年男子個人形　優勝

73 一ノ瀬翔太 空手道 早岐小学校４年 第２５回長崎県少年少女空手道選手権大会　男子４年生組手　優勝

74 一ノ瀬華子 空手道 早岐小学校３年
第３２回全日本空手道連盟剛柔会九州地区空手道選手権大会　小学３年生女子組手優勝
第５回全日本空手道連盟剛柔会長崎県空手道選手権大会　小学３年生女子組手優勝

75 盛田ひばり 空手道 早岐小学校２年 第２５回長崎県少年少女空手道選手権大会　２年女子個人形　優勝

76 林　史香 空手道 世知原小学校４年 第２５回長崎県少年少女空手道選手権大会　小学４年生女子　形の部　優勝

77 末吉由佳 空手道 世知原小学校２年 第９回九州地区空手道選手権大　小学１・２年生女子　組手の部　２位

78 大黒智樹 空手道 針尾小学校２年 第２５回長崎県少年少女空手道選手権大会　２年男子個人組手　優勝

79 松尾　洸 空手道 佐世保北高等学校３年 全九州高等学校総合体育大会　空手道　男子個人組手　３位

80 日高まい 空手道 佐世保北高等学校２年
全九州高等学校総合体育大会　空手道　女子個人形　３位
第２９回全九州高等学校空手道新人大会北ブロック　　女子個人形　２位

81 遠山大輔 空手道 佐世保北高等学校１年
第２９回全九州高等学校空手道新人大会　男子個人組手　３位
第２９回全九州高等学校空手道新人大会北ブロック　男子個人組手　優勝

82 信永晴香 空手道 佐世保商業高等学校３年 第３２回全日本空手道連盟剛柔会九州地区空手道選手権大会　　少年女子形　２位

83 前川恵里 空手道 佐世保商業高等学校２年 第３２回全日本空手道連盟剛柔会九州地区空手道選手権大会　少年女子形　４位

84 増岡　環 空手道 黒髪小学校４年
第３２回全日本空手道連盟剛柔会九州地区空手道選手権大会　小学４年生女子組手２位
第５回全日本空手道連盟剛柔会長崎県空手道選手権大会　小学４年生女子組手優勝

85 豊村翔太 空手道 黒髪小学校２年
第３２回全日本空手道連盟剛柔会九州地区空手道選手権大会　小学２年生男子組手３位
第５回全日本空手道連盟剛柔会長崎県空手道選手権大会　小学２年生男子組手　優勝

86 安藤大和 空手道 江上小学校３年 第３２回全日本空手道連盟剛柔会九州地区空手道選手権大会　小学３年生男子組手優勝

87 ﾜｲｱｯﾄ ｶﾞﾅｰ 理央 空手道 江上小学校３年 第３２回全日本空手道連盟剛柔会九州地区空手道選手権大会　小学３年生男子組手３位

88 永澤梓穏 空手道 広田中学校２年 第５回全日本空手道連盟剛柔会長崎県空手道選手権大会　中学２年生女子組手 優勝

89 信永ひかり 空手道 広田中学校２年
第３２回全日本空手道連盟剛柔会九州地区空手道選手権大会　中学２年生女子組手２位
第５回全日本空手道連盟剛柔会長崎県空手道選手権大会　中学生女子形　優勝

90 永澤萌香 空手道 広田小学校６年
第３５回全日本空手道連盟剛柔会全日本空手道選手権大会　小学６年生女子組手　優勝
第３２回全日本空手道連盟剛柔会九州地区空手道選手権大会　小学６年生女子組手　優勝

91 山浦七海 空手道 広田小学校１年
第３２回全日本空手道連盟剛柔会九州地区空手道選手権大会　小学１年生女子組手３位
第５回全日本空手道連盟剛柔会長崎県空手道選手権大会　小学１年生女子組手優勝

92 松永梨歩 空手道 吉井南小学校３年 第２５回長崎県少年少女空手道選手権大会　３年女子個人組手　　優勝

93 福本隆稀 空手道 花高小学校６年 第２５回長崎県少年少女空手道選手権大会　　６年男子個人組手　　優勝

94 徳田　誠 空手道 花高小学校３年 第２５回長崎県少年少女空手道選手権大会　３年男子個人形　　優勝

95 德永舞香 空手道 花高小学校１年 第３２回全日本空手道連盟剛柔会九州地区空手道選手権大会　小学１年生女子組手２位

96 森天衣子 弓道 佐世保市北高等学校２年 九州高等学校弓道新人選手権大会　女子個人　３位

97 須賀健太郎 バドミントン 清水中学校２年 長崎県中学校新人大会バドミントン競技　男子シングルス　優勝

98 吉村健吾 バドミントン 光海中学校３年
長崎県中学校体育大会バドミントン競技　　男子ダブルス　優勝
九州地区中学校体育大会バドミントン競技　男子ダブルス　３位
全国中学校体育大会バドミントン大会　　男子ダブルス　ベスト８

99 和久田隆志 バドミントン 光海中学校２年
長崎県中学校体育大会バドミントン競技　男子ダブルス　優勝
九州地区中学校体育大会バドミントン競技　男子ダブルス　３位
全国中学校体育大会バドミントン大会　男子ダブルス　ベスト８

100 松尾三太 テニス 日野小学校６年 第２４回長崎県ジュニアリーグテニス大会　１２才以下男子シングルス　　優勝

101 大串秋穂 テニス 長崎国際大学４年 九州夏季学生テニス選手権大会　　シングルス　２位　　　　ダブルス　２位

102 宮田　葵 テニス 長崎国際大学４年
九州春季学生テニス選手権大会　　ダブルス　２位
九州夏季学生テニス選手権大会　　ダブルス　３位

103 大島沙紀 テニス 長崎国際大学２年
九州春季学生テニス選手権大会　　シングルス　３位　　　　ダブルス　２位
九州夏季学生テニス選手権大会　　シングルス　３位　　　　ダブルス　３位



スポーツ優秀奨励賞（個人）

№ 氏名 種　　目 所　　属 功  績  内  容

104 田崎千茶 テニス 長崎国際大学１年 九州夏季学生テニス選手権大会　　ダブルス　２位

105 高村茉鈴 テニス 大塔小学校３年 第２２回長崎ジュニアテニストーナメント　　１０才以下女子シングルス　　優勝

106 川口夏実 テニス 相浦小学校１年 第２４回長崎県ジュニアリーグテニス大会　　１０才以下女子シングルス　　優勝

107 浦山美紀 テニス 佐世保工業高等専門学校４年
第４６回九州沖縄地区国立工業高等専門学校体育大会
硬式テニス競技　　個人戦の部　女子ダブルス　　優勝

108 太田亜莉沙 テニス 佐世保工業高等専門学校２年
第４６回九州沖縄地区国立工業高等専門学校体育大会
硬式テニス競技　　個人戦の部　女子ダブルス　　優勝

109 林田寿徳 ソフトテニス 佐世保工業高等専門学校４年
第４６回九州沖縄地区国立工業高等専門学校体育大会
ソフトテニス競技　　男子個人戦の部　　優勝

110 山崎　智 ソフトテニス 佐世保工業高等専門学校４年
第４６回九州沖縄地区国立工業高等専門学校体育大会
ソフトテニス競技　　男子個人戦の部　　優勝

111 小坂祐樹 ソフトテニス 広田中学校３年 九州中学校ソフトテニス競技大会　　男子個人　小坂・野副組　　２位

112 野副達矢 ソフトテニス 広田中学校３年 九州中学校ソフトテニス競技大会　　男子個人　小坂・野副組　　２位

113 古賀亮志 ソフトテニス 広田小学校５年 九州小学生ソフトテニス大会　個人戦　３位

114 長尾健太郎 ソフトテニス 広田小学校５年 九州小学生ソフトテニス大会　個人戦　３位

115 久田　邑 エアロビック 山澄中学校２年 第７回全国グループ・エアロビック選手権大会　ＡＧ２グループ　　２位


