


皆様にはこのような分野でご尽力いただきました

永年にわたり、スポーツの普及・振興に貢献し、
功績顕著であり、協会発展のために特に功労があった者

功労章

本市において、スポーツの指導に当たり、
優秀な選手及び団体の指導・強化育成に功績顕著な者

優秀指導者章

全国大会で優勝又は日本記録の樹立や、
国際競技会において本市の名誉を著しく高めた者及び団体

優秀選手章・優秀団体章

。たしまい行を」式彰表会協育体市岡静人法団財益公 度年３和令「、ていおに岡静ズルヒンラグルテホ日８月３年４和令
新型コロナウイルスの感染拡大状況を鑑み、表彰式には功労章を受賞されました、16名の方々のみの参加となりました。
今回表彰された、功労章16名、優秀指導者章31名、優秀選手章14名、優秀団体章1団体のみなさまに
ついては、当協会ウェブサイトにおいて、受賞者紹介冊子「燦然と輝く受賞される方々」に詳しく掲載して
おりますので是非、ご覧ください。

＼チェック／



名倉 健兒
静岡市山岳連盟

海野 久惠
静岡市水泳協会

千代 公夫
静岡市テニス協会

田 裕行
静岡市ソフトボール協会

有田 龍一
静岡市武術太極拳連盟

杉山 彰
静岡市剣道連盟

森 順次
静岡市柔道連盟

近藤 敦子
静岡市ソフトテニス協会

渡邊 渉章
静岡ラジオ体操連盟

勝澤 要
静岡市サッカー協会

千葉 悟
静岡市スキー協会

幸田 昌之
静岡市弓道連盟

林 芳久仁
静岡市バスケットボール協会

杉山 仁夫
静岡市体操協会

亀谷 良博
静岡市グラウンド・ゴルフ協会

静岡市バレーボール協会

岩ヶ谷 博利

功労章16名



安藤 康裕
静岡市剣道連盟

内田 みどり
静岡市弓道連盟

白井 茂
静岡市剣道連盟

鳥羽 俊秀
静岡市サッカー協会

原川 博幸
静岡市山岳連盟

杉山 勝徳
静岡市サッカー協会

星野 克己
静岡市弓道連盟

村松 邦彦
静岡市水泳協会

和田 哲
静岡市水泳協会

山中 与志久
静岡市相撲連盟

山本 雅裕
静岡市バスケットボール協会

大地 肇
静岡市テニス協会

佐藤 好弘
静岡市バスケットボール協会

大石 高久
静岡市バレーボール協会

小池 サト子
静岡市バレーボール協会

山崎 和久
静岡市野球連盟

井本 啓子
静岡市ソフトテニス協会

今村 八壽子
静岡市テニス協会静岡市ソフトテニス協会

野川 玲子

優秀指導者章31名



【大会】 2021年全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
【期日】 令和3年10月8日～10日
【会場】 郡山総合体育館「宝来屋 郡山総合体育館」(福島県)
【記録】 男子ﾊｲｼｯｸｽﾃｨ(65歳以上)　優勝

齋藤 斉 静岡市卓球協会
【大会】 第43回 全国高等学校柔道選手権大会
【期日】 令和3年3月20日
【会場】 日本武道館（東京都）
【記録】 個人戦 男子８１㎏級　優勝

長澤 篤希 静岡市柔道連盟

【大会】 令和3年度 全国高等学校総合体育大会
【期日】 令和3年7月28日～8月1日
【会場】 福井県営陸上競技場「9.98 スタジアム」(福井県)
【記録】 男子 800m　優勝

兵藤 ジュダ 静岡市陸上競技協会
【大会】 第37回U20日本陸上競技選手権大会
【期日】 令和3年6月24日～27日
【会場】 長居陸上競技場「ヤンマースタジアム長居」(大阪府)
【記録】 男子 走幅跳　優勝

深沢 瑞樹 静岡市陸上競技協会

福井 章裕
静岡市ソフトボール協会

大石 麻子
静岡市ソフトボール協会

望月 功
静岡市体操協会

澁谷 幸一
静岡ラジオ体操連盟

末永 明日香
静岡市体操協会

渡辺 房江
静岡ラジオ体操連盟

松浦 賢太朗
静岡市陸上競技協会

榎本 修三
静岡市グラウンド・ゴルフ協会

井村 悦子
静岡市トランポリン協会

岩崎義則
静岡市グラウンド・ゴルフ協会

静岡市野球連盟

森谷 敏幸 平野 浩一
静岡市ラグビーフットボール協会

優秀選手章14名



【大会】 令和3年度 全国高等学校定時制通信制体育大会
　　　 第56回陸上競技大会
【期日】 令和3年8月21日～24日
【会場】 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場（東京都）
【記録】 女子 走幅跳　第1位
　　　 女子 ４×100m　第1位

笠井 彩愛 静岡市陸上競技協会
【大会】 令和3年度 全国高等学校総合体育大会
【期日】 令和3年7月28日～8月1日
【会場】 福井県営陸上競技場「9.98 スタジアム」(福井県)
【記録】 男子 走幅跳　優勝

北川 凱 静岡市陸上競技協会

【大会】 第37回全国小学生陸上競技交流大会
【期日】 令和3年9月18日～19日
【会場】 横浜国際総合競技場「日産スタジアム」(神奈川県)
【記録】 5年女子 100m　第1位

六坂 レイギフト 静岡市陸上競技協会
【大会】 令和3年度 全国高等学校定時制通信制体育大会
　　　 第56回陸上競技大会
【期日】 令和3年8月21日～24日
【会場】 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場（東京都）
【記録】 女子 ４×100m　第1位

菊池 美友 静岡市陸上競技協会

【大会】 2021世界体操選手権北九州大会
【期日】 令和3年10月18日～24日
【会場】 北九州市立総合体育館（福岡県）
【記録】 種目別 平均台 優勝

【大会】 第32回 オリンピック競技大会(2020/東京) 体操競技
【期日】 令和3年7月24日～8月3日
【会場】 有明体操競技場（東京都）
【記録】 種目別　平均台　第６位

芦川 うらら 静岡市体操協会
【大会】 第37回全国小学生陸上競技交流大会
【期日】 令和3年9月18日～19日
【会場】 横浜国際総合競技場「日産スタジアム」(神奈川県)
【記録】 女子コンバインドA 　第1位

瀧口 瀬奈 静岡市陸上競技協会

【大会】 第52回 全国中学校体操競技選手権大会
【期日】 令和3年8月19日～21日
【会場】 神奈川県立スポーツセンター スポーツアリーナ1(神奈川県)
【記録】 種目別　ゆか　第1位

工島 佑心 静岡市体操協会赤堀 早朱慶 静岡市体操協会
【大会】 2021全日本ジュニア体操競技選手権大会(東西決勝大会)
【期日】 令和3年8月12日
【会場】 横浜武道館（神奈川県）
【記録】 種目別　男子Aクラス　鉄棒　優勝

【大会】 第８回 全日本トランポリン競技年齢別選手権大会
【期日】 令和3年5月7日～9日
【会場】 前橋市民体育館「ヤマト市民体育館前橋」(群馬県)
【記録】 オープン　男子　優勝

海野 大透 静岡市トランポリン協会
【大会】 第45回全日本ジュニア障害馬術大会2021
【期日】 令和3年8月19日～22日
【会場】 山梨県馬術競技場（山梨県）
【記録】 チルドレンライダー障害飛越選手権　優勝

浅川 駿萬 静岡市馬術連盟



優秀団体章1団体

今後も『躍動』では、注目選手の紹介や活躍をお伝えしていきます。
静岡から世界の舞台を目指して戦う選手たちを応援しましょう！
今後も『躍動』では、注目選手の紹介や活躍をお伝えしていきます。
静岡から世界の舞台を目指して戦う選手たちを応援しましょう！

世界選手権大会結果報告世界選手権大会結果報告

常葉大学附属常葉高等学校 新体操部
静岡市体操協会












