
次　　　第

１．開　　　　　　　　　　　　　　式

２．大仙市民の歌「夢、この大地」斉唱

３．あ　　　　い　　　　さ　　　　つ

４．ス　　ポ　　ー　　ツ　　賞　　授　　与

５．来　　　　賓　　　　祝　　　　辞

６．受　　賞　　者　　代　　表　　謝　　辞

７．閉　　　　　　　　　　　　　　式

大仙市体育協会

令和２年度

大仙市体育協会スポーツ賞授与式
令和３年２月20日（土）午前10時

仙 北 ふ れ あ い 文 化 セ ン タ ー

と　き

ところ
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奨　励　賞（団体）

団　体　名 種　目 大　会　名　・　成　績　・　メ　ン　バ　ー

功　 労　 賞　　個人 　１名

栄　 光　 賞　　個人 　１名

奨　 励　 賞　　個人　　 67名　　団体　13団体

誤字・脱字等がございましたら慶事につきご寛容の程お願い申し上げます。

令和２年度　受賞者数一覧

№

7

8

9

10

11

12

13

　昭和44年より、小学生をはじめ一般クラブチームまでの監督を務め、

全県および全国大会での上位入賞を果たすなど、各層の競技力向上に

大きく貢献した。また、指導する傍ら、協会役員としても長年にわた

り活動し、バスケットボールのプロリーグであるＷリーグを地域に招

き、子供たちに夢を与えるなど、地域のバスケットボール普及・発展

に多大なる尽力をされた。

　現在も大曲仙北バスケットボール協会の顧問として運営に携わり、

組織力の向上に寄与されている。

大曲農業高等学校
自転車競技部

自転車競技

令和２年度秋田県高等学校自転車競技新人大会

　４㎞チーム・パーシュート　第１位
高橋優、小澤侑陽、齊藤脩、伊藤涼

大曲中学校
男子ソフトテニス部

ソフトテニス

第57回秋田県中学校秋季ソフトテニス大会

　男子団体　第１位
髙橋優斗、竹村成永、町田佳紀、佐藤大駕
益滿統万、佐々木洸希、進藤來人、品川唯斗

大曲庚申クラブ ソフトテニス

第12回秋田県団体対抗ソフトテニス大会

　シニア・中学校男子の部　第１位
佐々木広喜、新山基紀、益滿環、東海林裕晴、大澤武之、石川大翔、藤城和樹

大仙ビッグフィールド 軟式野球

第13回秋田県地区選抜野球大会

　第１位
伊藤旬里、伊藤誠也、打川らい、門脇宙、草彅大翔、後藤甚衛、後藤琉翔
佐々木愛仁、佐々木龍馬、佐藤大和、進藤翔愛、鈴木滉太、高橋裕太、土井大斗
時田翔輝、長澤尚、藤倉嘉喜、本間寛瑛、三浦八千琉、山方遥叶、津谷優輝

大曲空手道スポーツ少年団
誠和会

空手道

第37回秋田県空手道少年錬成大会兼

秋田県中学生空手道選抜大会　小学生高学年団体組手　第１位
太田真緒、鈴木脩、加賀谷日鞠、近藤海里、照井汰結

大曲農業高等学校
なぎなた部

なぎなた

令和２年度秋田県高等学校体育大会なぎなた競技

　団体の部　第１位
村田茉璃、佐々木葵、照井結女、阿部琴音、冨岡小夏、本間来瞳、菊地瑠衣

大曲高等学校
なぎなた部

なぎなた

令和２年度秋田県高等学校なぎなた新人大会

　団体の部　第１位
佐藤涼佳、嵯峨綾香、髙橋怜海、佐々木愛望、若城明日香

栄　光　賞（個人）

大仙市スポーツ賞受賞者
令和２年度

功労賞

大仙市バスケットボール協会
　い　と　う　　　　ゆ　き　お

伊　藤　勇紀雄（70歳）

大東文化大学　３年
　( 中仙地域出身）

陸上競技

第38回全日本大学女子駅伝対校選手権大会　第２位　（区間新）

鈴　木　優　花
すず　　　　き　　　ゆう　　　か
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奨　励　賞（個人）

所　属　等№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

氏　　名 大 会 名 ・ 成 績種　目

こまつ　　　あゆむ

　ほりた　　　　りゅう

もりさわ　　　じんた　

ふじもと　　しゅんや

すぎもと　　まひろ　

たかはし　　そうた　

さかもと　　はるく　

　まつかわ　　　　あらた

や　の　　　ももか

ながさわ　　さ　き　

こさわ　　　ゆうひ

　たかはし　　　　ゆう

　　さいとう　　　　しゅう

さ　が　　　あさひ

たかはし　　　　　　

もとむら　　れいん　

かがや　　　そ　ら

いちむら　　あやの　

きくち　　　み　ゆ

たかやなぎ　じゅんせい

奨　励　賞（個人）

所　属　等№

61

62

63

64

65

66

67

奨　励　賞（団体）

団　体　名 種　目 大　会　名　・　成　績　・　メ　ン　バ　ー№

1

2

3

4

5

6

氏　　名 大 会 名 ・ 成 績種　目

おおしだ　　ひかる　

わかき　　　あすか

さ　が　　　あやか

たかはし　　さとみ　

たむら　　　だいち

いとう　　　ゆうな

こまつ　　　ちさと

西仙北中学校　２年 陸上競技小　松　歩　夢
令和２年度第59回秋田県中学校秋季陸上競技大会
　男子800m　第１位

協和中学校　２年 陸上競技堀　田　　　龍
令和２年度第59回秋田県中学校秋季陸上競技大会
　男子200m　第１位

横手高等学校　１年
（大曲中出身）

陸上競技守　澤　仁　太
第59回秋田県高等学校新人陸上競技大会
　男子5000m競歩　第１位

秋田工業高等学校　１年
（大曲中出身）

陸上競技藤　本　駿　世
第66回秋田県高等学校総合体育大会駅伝競走大会兼
第71回全国高等学校駅伝競走大会秋田県予選大会　第１位

秋田工業高等学校　２年
（大曲中出身）

陸上競技杉　本　真　弥
第66回秋田県高等学校総合体育大会駅伝競走大会兼
第71回全国高等学校駅伝競走大会秋田県予選大会　第１位

大曲農業高等学校　２年 陸上競技髙　橋　颯　汰 第59回秋田県高等学校新人陸上競技大会　男子400m　第１位

大曲高等学校　２年 水　泳坂　本　春　空 第28回東北高等学校新人水泳競技大会　男子400m自由形　第１位

大曲高等学校　３年 水　泳松　川　　　新 秋田県高等学校体育大会水泳競技大会　男子100m背泳ぎ　第１位

秋田北高等学校　１年
（大曲中出身）

バレーボール矢　野　望百花
第73回全日本バレーボール高等学校選手権大会
　秋田県予選会　第１位

秋田北高等学校　２年
（豊成中出身）

バレーボール長　澤　早　紀
第73回全日本バレーボール高等学校選手権大会
　秋田県予選会　第１位

大曲農業高等学校　２年 自転車競技小　澤　侑　陽

令和２年度秋田県高等学校自転車競技新人大会
　１㎞タイムトライアル、スプリント、ポイント・レース、スクラッチ
　　　第１位

大曲農業高等学校　２年 自転車競技高　橋　　　優 令和２年度秋田県高等学校自転車競技新人大会　ケイリン　第１位

大曲農業高等学校　２年 自転車競技齊　藤　　　脩
令和２年度秋田県高等学校自転車競技新人大会
　３㎞インディヴィデュアル・パーシュート　第１位

大曲農業高等学校　３年 自転車競技嵯　峨　旭　陽
令和２年度秋田県高等学校体育大会自転車競技大会
　１㎞タイムトライアル、スプリント、ケイリン　第１位

大曲農業高等学校　３年 自転車競技高　橋　まりお
令和２年度秋田県高等学校体育大会自転車競技大会
　３㎞インディヴィデュアル・パーシュート　第１位

大曲農業高等学校　３年 自転車競技本　村　玲　允
令和２年度秋田県高等学校体育大会自転車競技大会
　スクラッチ（６㎞）　第１位

六郷高等学校　３年
（大曲中出身）

自転車競技加賀谷　奏　来
令和２年度秋田県高等学校体育大会自転車競技大会
　女子の部　２㎞インディヴィデュアル・パーシュート　第１位

南外小学校　４年 ソフトテニス市　村　恵　望

第18回秋田県小学生秋季ソフトテニス大会兼
第30回東北小学生学年別ソフトテニス大会秋田県予選会
　女子４年生以下の部　第１位

南外小学校　４年 ソフトテニス菊　地　未　優

第18回秋田県小学生秋季ソフトテニス大会兼
第30回東北小学生学年別ソフトテニス大会秋田県予選会
　女子４年生以下の部　第１位

大曲工業高等学校　１年 ソフトテニス髙　栁　順　成
令和２年度第49回秋田県高等学校新人大会ソフトテニス競技
　男子個人　第１位

太田東小学校　６年 ライフル射撃大信田　光　琉

第６回全日本小中学生ライフル射撃競技選手権大会
　ビームピストル少年男女小学生の部40発競技、自由姿勢40発競
技　　第２位

大曲高等学校　１年 なぎなた若　城　明日香 令和２年度秋田県高等学校なぎなた新人大会　演技の部　第１位

大曲高等学校　２年 なぎなた嵯　峨　綾　香 令和２年度秋田県高等学校なぎなた新人大会　演技の部　第１位

大曲高等学校　２年 なぎなた髙　橋　怜　海 令和２年度秋田県高等学校なぎなた新人大会　個人の部　第１位

大曲高等学校　２年 なぎなた田　村　大　地 令和２年度秋田県高等学校なぎなた新人大会　男子の部　第１位

大曲高等学校　３年 なぎなた伊　藤　優　菜
秋田県高等学校体育大会なぎなた競技会
　個人の部、演技の部　第１位

大曲高等学校　３年 なぎなた小　松　千　聖 秋田県高等学校体育大会なぎなた競技会　演技の部　第１位

大曲高等学校
水泳部

水　　泳

秋田県高等学校体育大会水泳競技大会

　男子　４×100ｍフリーリレー　第１位
松川新、勝田涼介、坂本春空、藤原悠

大曲高等学校
水泳部

水　　泳

第52回秋田県高等学校新人水泳競技大会

　男子　４×100mフリーリレー　第１位
坂本春空、佐藤琉聖、藤原惇、勝田涼介

中仙中学校
バレーボール部

バレーボール

令和２年度秋田県中学校秋季バレーボール大会

　女子　第１位
高橋美陽、藤原碧唯、小松美咲、鈴木環菜、佐藤優桜
佐々木結菜、佐藤陽帆、藤原摩優、高根未有

大曲農業高等学校
自転車競技部

自転車競技

令和２年度秋田県高等学校体育大会自転車競技

　チームスプリント　第１位（大会新）
嵯峨旭陽、本村玲允、高橋まりお

大曲農業高等学校
自転車競技部

自転車競技

令和２年度秋田県高等学校体育大会自転車競技

　４㎞チーム・パーシュート　第１位
後藤圭輝、高橋まりお、本村玲允、藤井悠羽

大曲農業高等学校
自転車競技部

自転車競技

令和２年度秋田県高等学校自転車競技新人大会

　チーム・スプリント　第１位
高橋優、小澤侑陽、齊藤脩
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21

22

23

奨　励　賞（個人）

所　属　等№ 氏　　名 大 会 名 ・ 成 績種　目

　ふくだ　　かずひこ

ささき　　　あやと

ふじわら　　いおり　

奨　励　賞（個人）

所　属　等№

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

氏　　名 大 会 名 ・ 成 績種　目

こまつ　　　す　ず

　やまや　　　　しょう

たかはし　　りゅうと

　こまつ　　こうすけ

たけだ　　　たくみ

いそ　　　　　ひろし　

きむら　　　ゆうと

はら　　　　りょうま　

いとう　　　けいた

　たぐち　　りょうだい

　たかはし　　　　こう

さとう　　　ふうこ

かとう　　　けんた

さとう　　　こ　あ

すずき　　　ゆ　あ

おくやま　　はると　

さとう　　　り　お

　さとう　　きょうご

こまつ　　　ゆ　い

しばた　　　さ　き

ささき　　　かずま

やまうち　　　　　　

すずき　　　る　か

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

いたがき　　あかね　

たかはし　　こゆき　

かがや　　　あさひ

ふじしま　　ふうた　

　てるい　　たいゆう

かがや　　　ひまり

　　すずき　　　　しゅう

さとう　　　　　　

たかはし　　　　　　

たかはし　　りゅうい

　おおた　　　　　じん

むとう　　　たいち

くろかわ　　あさひ　

うおずみ　　かなこ　

大曲工業高等学校　２年 ソフトテニス福　田　和　彦
令和２年度第49回秋田県高等学校新人大会ソフトテニス競技
　男子個人　第１位

秋田北鷹高等学校　２年
（南外中出身）

ソフトテニス佐々木　章　斗
令和２年度秋田県高等学校秋季ソフトテニス大会
　男子シングルス　第１位

高梨小学校　３年 卓　球藤　原　伊　織

2020年度秋田県卓球選手権大会兼
第18回全国ホープス選抜卓球大会秋田県予選会
　カブの部　女子シングルス　第１位

東大曲小学校　６年 卓　球小　松　愛　珠

2020年度秋田県卓球選手権大会兼
第18回全国ホープス選抜卓球大会秋田県予選会
　ジュニアの部女子シングルス、ホープスの部女子シングルス　第１位

秋田工業高等学校　２年
（協和中出身）

野　球山　谷　　　菖 令和２年東北地区高等学校野球大会（軟式）　第３位

秋田工業高等学校　３年
（協和中出身）

野　球髙　橋　龍　斗 令和２年東北地区高等学校野球大会（軟式）　第３位

角館高等学校　１年
（大曲西中出身）

野　球小　松　恒　介 第72回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会　第１位

角館高等学校　２年
（協和中出身）

野　球武　田　拓　海 第72回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会　第１位

角館高等学校　２年
（大曲地域出身）

野　球磯　　　拓　志 第72回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会　第１位

角館高等学校　２年
（南外中出身）

野　球木　村　優　斗 第72回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会　第１位

角館高等学校　２年
（仙北中出身）

野　球原　　　遼　馬 第72回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会　第１位

角館高等学校　２年
（大曲中出身）

野　球伊　藤　慧　太 第72回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会　第１位

角館高等学校　２年
（豊成中出身）

野　球田　口　凌　大 第72回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会　第１位

角館高等学校　２年
（平和中出身）

野　球髙　橋　　　航 第72回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会　第１位

角館高等学校　２年
（大曲中出身）

野　球佐　藤　楓　子 第72回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会　第１位

大曲中学校　２年 柔　道加　藤　謙　太
令和２年度第55回秋田県中学校秋季柔道大会
　男子個人90㎏超級　第１位

仙北中学校　２年 柔　道佐　藤　心　亜
令和２年度第55回秋田県中学校秋季柔道大会
　女子個人40㎏級　第１位

大曲小学校　３年 バドミントン鈴　木　結　彩
第26回東北小学生バドミントン大会秋田県予選会兼
全県小学生バドミントン大会　３年生女子シングルス　第１位

花館小学校　４年 バドミントン奥　山　陽　翔
第26回東北小学生バドミントン大会秋田県予選会兼
全県小学生バドミントン大会　４年生男子シングルス　第１位

神岡小学校　６年 バドミントン佐　藤　俐　緒
第26回東北小学生バドミントン大会秋田県予選会兼
全県小学生バドミントン大会　６年生女子シングルス　第１位

神岡小学校　６年 バドミントン佐　藤　恭　伍
第26回東北小学生バドミントン大会秋田県予選会兼
全県小学生バドミントン大会　６年生男子シングルス　第１位

太田東小学校　６年 バドミントン小　松　由　依
第26回東北小学生バドミントン大会秋田県予選会兼
全県小学生バドミントン大会　６年生女子ダブルス　第１位

花館小学校　６年 バドミントン柴　田　咲　希
第26回東北小学生バドミントン大会秋田県予選会兼
全県小学生バドミントン大会　６年生女子ダブルス　第１位

西仙北中学校　２年 バドミントン佐々木　一　真
秋田県バドミントンフェスタ2020（中学生の部）
　男子シングルス　第１位

大曲中学校　２年 バドミントン山　内　こころ
第22回秋田県中学校秋季体育大会バドミントン大会
　女子シングルス　第１位

秋田北高等学校　１年
（大曲中出身）

バドミントン鈴　木　琉　花

第69回秋田県高等学校新人体育大会バドミントン競技兼
第49回全国高等学校選抜バドミントン大会東北地区予選会秋田県予選
　女子学校対抗、女子Ⅰ部ダブルス、女子Ⅰ部シングルス　第１位

秋田北高等学校　１年
（平和中出身）

バドミントン板　垣　朱　音

第69回秋田県高等学校新人体育大会バドミントン競技兼
第49回全国高等学校選抜バドミントン大会東北地区予選会秋田県予選
　女子学校対抗　第１位

横手高等学校　２年
（豊成中出身）

山　岳高　橋　心　雪 第30回全県新人体育大会登山競技　女子個人総合　第１位

神岡小学校　２年 空手道加賀谷　朝　日
第49回秋田県空手道連盟剛柔会全県空手道選手権大会
　小学２年生女子個人組手　第１位

大曲小学校　３年 空手道藤　嶋　楓　太
第37回秋田県空手道少年錬成大会兼
秋田県中学生空手道選抜大会　小学３年生男子個人組手　第１位

花館小学校　５年 空手道照　井　汰　結
第49回秋田県空手道連盟剛柔会全県空手道選手権大会
　小学５年生男子個人組手　第１位

神岡小学校　６年 空手道加賀谷　日　鞠
第37回秋田県空手道少年錬成大会兼
秋田県中学生空手道選抜大会　小学６年生女子個人組手　第１位

花館小学校　６年 空手道鈴　木　　　脩
第37回秋田県空手道少年錬成大会兼
秋田県中学生空手道選抜大会　小学６年生男子個人組手　第１位

西仙北中学校　１年 空手道佐　藤　ひ　な
第37回秋田県空手道少年錬成大会兼
秋田県中学生空手道選抜大会　中学１年生女子個人形　第１位

大曲中学校　１年 空手道髙　橋　と　こ
第49回秋田県空手道連盟剛柔会全県空手道選手権大会
　中学1年生女子個人組手　第１位

大曲中学校　３年 空手道髙　橋　龍　威
第37回秋田県空手道少年錬成大会兼
秋田県中学生空手道選抜大会　中学３年生男子個人組手　第１位

西仙北中学校　３年 空手道太　田　　　迅
第37回秋田県空手道少年錬成大会兼
秋田県中学生空手道選抜大会　中学３年生男子個人形　第１位

大曲高等学校　１年 空手道武　藤　太　一
第49回秋田県空手道連盟剛柔会全県空手道選手権大会
　少年男子個人形　第1位

秋田工業高等学校　１年
（平和中出身）

空手道黒　川　朝　陽
令和２年度秋田県高等学校新人体育大会空手道競技
　男子個人形　第１位

秋田高等学校　２年
（大曲中出身）

空手道魚　住　花菜子
第49回秋田県空手道連盟剛柔会全県空手道選手権大会
　少年女子個人形　第１位
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21

22

23

奨　励　賞（個人）

所　属　等№ 氏　　名 大 会 名 ・ 成 績種　目

　ふくだ　　かずひこ

ささき　　　あやと

ふじわら　　いおり　

奨　励　賞（個人）

所　属　等№

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

氏　　名 大 会 名 ・ 成 績種　目

こまつ　　　す　ず

　やまや　　　　しょう

たかはし　　りゅうと

　こまつ　　こうすけ

たけだ　　　たくみ

いそ　　　　　ひろし　

きむら　　　ゆうと

はら　　　　りょうま　

いとう　　　けいた

　たぐち　　りょうだい

　たかはし　　　　こう

さとう　　　ふうこ

かとう　　　けんた

さとう　　　こ　あ

すずき　　　ゆ　あ

おくやま　　はると　

さとう　　　り　お

　さとう　　きょうご

こまつ　　　ゆ　い

しばた　　　さ　き

ささき　　　かずま

やまうち　　　　　　

すずき　　　る　か

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

いたがき　　あかね　

たかはし　　こゆき　

かがや　　　あさひ

ふじしま　　ふうた　

　てるい　　たいゆう

かがや　　　ひまり

　　すずき　　　　しゅう

さとう　　　　　　

たかはし　　　　　　

たかはし　　りゅうい

　おおた　　　　　じん

むとう　　　たいち

くろかわ　　あさひ　

うおずみ　　かなこ　

大曲工業高等学校　２年 ソフトテニス福　田　和　彦
令和２年度第49回秋田県高等学校新人大会ソフトテニス競技
　男子個人　第１位

秋田北鷹高等学校　２年
（南外中出身）

ソフトテニス佐々木　章　斗
令和２年度秋田県高等学校秋季ソフトテニス大会
　男子シングルス　第１位

高梨小学校　３年 卓　球藤　原　伊　織

2020年度秋田県卓球選手権大会兼
第18回全国ホープス選抜卓球大会秋田県予選会
　カブの部　女子シングルス　第１位

東大曲小学校　６年 卓　球小　松　愛　珠

2020年度秋田県卓球選手権大会兼
第18回全国ホープス選抜卓球大会秋田県予選会
　ジュニアの部女子シングルス、ホープスの部女子シングルス　第１位

秋田工業高等学校　２年
（協和中出身）

野　球山　谷　　　菖 令和２年東北地区高等学校野球大会（軟式）　第３位

秋田工業高等学校　３年
（協和中出身）

野　球髙　橋　龍　斗 令和２年東北地区高等学校野球大会（軟式）　第３位

角館高等学校　１年
（大曲西中出身）

野　球小　松　恒　介 第72回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会　第１位

角館高等学校　２年
（協和中出身）

野　球武　田　拓　海 第72回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会　第１位

角館高等学校　２年
（大曲地域出身）

野　球磯　　　拓　志 第72回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会　第１位

角館高等学校　２年
（南外中出身）

野　球木　村　優　斗 第72回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会　第１位

角館高等学校　２年
（仙北中出身）

野　球原　　　遼　馬 第72回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会　第１位

角館高等学校　２年
（大曲中出身）

野　球伊　藤　慧　太 第72回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会　第１位

角館高等学校　２年
（豊成中出身）

野　球田　口　凌　大 第72回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会　第１位

角館高等学校　２年
（平和中出身）

野　球髙　橋　　　航 第72回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会　第１位

角館高等学校　２年
（大曲中出身）

野　球佐　藤　楓　子 第72回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会　第１位

大曲中学校　２年 柔　道加　藤　謙　太
令和２年度第55回秋田県中学校秋季柔道大会
　男子個人90㎏超級　第１位

仙北中学校　２年 柔　道佐　藤　心　亜
令和２年度第55回秋田県中学校秋季柔道大会
　女子個人40㎏級　第１位

大曲小学校　３年 バドミントン鈴　木　結　彩
第26回東北小学生バドミントン大会秋田県予選会兼
全県小学生バドミントン大会　３年生女子シングルス　第１位

花館小学校　４年 バドミントン奥　山　陽　翔
第26回東北小学生バドミントン大会秋田県予選会兼
全県小学生バドミントン大会　４年生男子シングルス　第１位

神岡小学校　６年 バドミントン佐　藤　俐　緒
第26回東北小学生バドミントン大会秋田県予選会兼
全県小学生バドミントン大会　６年生女子シングルス　第１位

神岡小学校　６年 バドミントン佐　藤　恭　伍
第26回東北小学生バドミントン大会秋田県予選会兼
全県小学生バドミントン大会　６年生男子シングルス　第１位

太田東小学校　６年 バドミントン小　松　由　依
第26回東北小学生バドミントン大会秋田県予選会兼
全県小学生バドミントン大会　６年生女子ダブルス　第１位

花館小学校　６年 バドミントン柴　田　咲　希
第26回東北小学生バドミントン大会秋田県予選会兼
全県小学生バドミントン大会　６年生女子ダブルス　第１位

西仙北中学校　２年 バドミントン佐々木　一　真
秋田県バドミントンフェスタ2020（中学生の部）
　男子シングルス　第１位

大曲中学校　２年 バドミントン山　内　こころ
第22回秋田県中学校秋季体育大会バドミントン大会
　女子シングルス　第１位

秋田北高等学校　１年
（大曲中出身）

バドミントン鈴　木　琉　花

第69回秋田県高等学校新人体育大会バドミントン競技兼
第49回全国高等学校選抜バドミントン大会東北地区予選会秋田県予選
　女子学校対抗、女子Ⅰ部ダブルス、女子Ⅰ部シングルス　第１位

秋田北高等学校　１年
（平和中出身）

バドミントン板　垣　朱　音

第69回秋田県高等学校新人体育大会バドミントン競技兼
第49回全国高等学校選抜バドミントン大会東北地区予選会秋田県予選
　女子学校対抗　第１位

横手高等学校　２年
（豊成中出身）

山　岳高　橋　心　雪 第30回全県新人体育大会登山競技　女子個人総合　第１位

神岡小学校　２年 空手道加賀谷　朝　日
第49回秋田県空手道連盟剛柔会全県空手道選手権大会
　小学２年生女子個人組手　第１位

大曲小学校　３年 空手道藤　嶋　楓　太
第37回秋田県空手道少年錬成大会兼
秋田県中学生空手道選抜大会　小学３年生男子個人組手　第１位

花館小学校　５年 空手道照　井　汰　結
第49回秋田県空手道連盟剛柔会全県空手道選手権大会
　小学５年生男子個人組手　第１位

神岡小学校　６年 空手道加賀谷　日　鞠
第37回秋田県空手道少年錬成大会兼
秋田県中学生空手道選抜大会　小学６年生女子個人組手　第１位

花館小学校　６年 空手道鈴　木　　　脩
第37回秋田県空手道少年錬成大会兼
秋田県中学生空手道選抜大会　小学６年生男子個人組手　第１位

西仙北中学校　１年 空手道佐　藤　ひ　な
第37回秋田県空手道少年錬成大会兼
秋田県中学生空手道選抜大会　中学１年生女子個人形　第１位

大曲中学校　１年 空手道髙　橋　と　こ
第49回秋田県空手道連盟剛柔会全県空手道選手権大会
　中学1年生女子個人組手　第１位

大曲中学校　３年 空手道髙　橋　龍　威
第37回秋田県空手道少年錬成大会兼
秋田県中学生空手道選抜大会　中学３年生男子個人組手　第１位

西仙北中学校　３年 空手道太　田　　　迅
第37回秋田県空手道少年錬成大会兼
秋田県中学生空手道選抜大会　中学３年生男子個人形　第１位

大曲高等学校　１年 空手道武　藤　太　一
第49回秋田県空手道連盟剛柔会全県空手道選手権大会
　少年男子個人形　第1位

秋田工業高等学校　１年
（平和中出身）

空手道黒　川　朝　陽
令和２年度秋田県高等学校新人体育大会空手道競技
　男子個人形　第１位

秋田高等学校　２年
（大曲中出身）

空手道魚　住　花菜子
第49回秋田県空手道連盟剛柔会全県空手道選手権大会
　少年女子個人形　第１位
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奨　励　賞（個人）

所　属　等№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

氏　　名 大 会 名 ・ 成 績種　目

こまつ　　　あゆむ

　ほりた　　　　りゅう

もりさわ　　　じんた　

ふじもと　　しゅんや

すぎもと　　まひろ　

たかはし　　そうた　

さかもと　　はるく　

　まつかわ　　　　あらた

や　の　　　ももか

ながさわ　　さ　き　

こさわ　　　ゆうひ

　たかはし　　　　ゆう

　　さいとう　　　　しゅう

さ　が　　　あさひ

たかはし　　　　　　

もとむら　　れいん　

かがや　　　そ　ら

いちむら　　あやの　

きくち　　　み　ゆ

たかやなぎ　じゅんせい

奨　励　賞（個人）

所　属　等№

61

62

63

64

65

66

67

奨　励　賞（団体）

団　体　名 種　目 大　会　名　・　成　績　・　メ　ン　バ　ー№

1

2

3

4

5

6

氏　　名 大 会 名 ・ 成 績種　目

おおしだ　　ひかる　

わかき　　　あすか

さ　が　　　あやか

たかはし　　さとみ　

たむら　　　だいち

いとう　　　ゆうな

こまつ　　　ちさと

西仙北中学校　２年 陸上競技小　松　歩　夢
令和２年度第59回秋田県中学校秋季陸上競技大会
　男子800m　第１位

協和中学校　２年 陸上競技堀　田　　　龍
令和２年度第59回秋田県中学校秋季陸上競技大会
　男子200m　第１位

横手高等学校　１年
（大曲中出身）

陸上競技守　澤　仁　太
第59回秋田県高等学校新人陸上競技大会
　男子5000m競歩　第１位

秋田工業高等学校　１年
（大曲中出身）

陸上競技藤　本　駿　世
第66回秋田県高等学校総合体育大会駅伝競走大会兼
第71回全国高等学校駅伝競走大会秋田県予選大会　第１位

秋田工業高等学校　２年
（大曲中出身）

陸上競技杉　本　真　弥
第66回秋田県高等学校総合体育大会駅伝競走大会兼
第71回全国高等学校駅伝競走大会秋田県予選大会　第１位

大曲農業高等学校　２年 陸上競技髙　橋　颯　汰 第59回秋田県高等学校新人陸上競技大会　男子400m　第１位

大曲高等学校　２年 水　泳坂　本　春　空 第28回東北高等学校新人水泳競技大会　男子400m自由形　第１位

大曲高等学校　３年 水　泳松　川　　　新 秋田県高等学校体育大会水泳競技大会　男子100m背泳ぎ　第１位

秋田北高等学校　１年
（大曲中出身）

バレーボール矢　野　望百花
第73回全日本バレーボール高等学校選手権大会
　秋田県予選会　第１位

秋田北高等学校　２年
（豊成中出身）

バレーボール長　澤　早　紀
第73回全日本バレーボール高等学校選手権大会
　秋田県予選会　第１位

大曲農業高等学校　２年 自転車競技小　澤　侑　陽

令和２年度秋田県高等学校自転車競技新人大会
　１㎞タイムトライアル、スプリント、ポイント・レース、スクラッチ
　　　第１位

大曲農業高等学校　２年 自転車競技高　橋　　　優 令和２年度秋田県高等学校自転車競技新人大会　ケイリン　第１位

大曲農業高等学校　２年 自転車競技齊　藤　　　脩
令和２年度秋田県高等学校自転車競技新人大会
　３㎞インディヴィデュアル・パーシュート　第１位

大曲農業高等学校　３年 自転車競技嵯　峨　旭　陽
令和２年度秋田県高等学校体育大会自転車競技大会
　１㎞タイムトライアル、スプリント、ケイリン　第１位

大曲農業高等学校　３年 自転車競技高　橋　まりお
令和２年度秋田県高等学校体育大会自転車競技大会
　３㎞インディヴィデュアル・パーシュート　第１位

大曲農業高等学校　３年 自転車競技本　村　玲　允
令和２年度秋田県高等学校体育大会自転車競技大会
　スクラッチ（６㎞）　第１位

六郷高等学校　３年
（大曲中出身）

自転車競技加賀谷　奏　来
令和２年度秋田県高等学校体育大会自転車競技大会
　女子の部　２㎞インディヴィデュアル・パーシュート　第１位

南外小学校　４年 ソフトテニス市　村　恵　望

第18回秋田県小学生秋季ソフトテニス大会兼
第30回東北小学生学年別ソフトテニス大会秋田県予選会
　女子４年生以下の部　第１位

南外小学校　４年 ソフトテニス菊　地　未　優

第18回秋田県小学生秋季ソフトテニス大会兼
第30回東北小学生学年別ソフトテニス大会秋田県予選会
　女子４年生以下の部　第１位

大曲工業高等学校　１年 ソフトテニス髙　栁　順　成
令和２年度第49回秋田県高等学校新人大会ソフトテニス競技
　男子個人　第１位

太田東小学校　６年 ライフル射撃大信田　光　琉

第６回全日本小中学生ライフル射撃競技選手権大会
　ビームピストル少年男女小学生の部40発競技、自由姿勢40発競
技　　第２位

大曲高等学校　１年 なぎなた若　城　明日香 令和２年度秋田県高等学校なぎなた新人大会　演技の部　第１位

大曲高等学校　２年 なぎなた嵯　峨　綾　香 令和２年度秋田県高等学校なぎなた新人大会　演技の部　第１位

大曲高等学校　２年 なぎなた髙　橋　怜　海 令和２年度秋田県高等学校なぎなた新人大会　個人の部　第１位

大曲高等学校　２年 なぎなた田　村　大　地 令和２年度秋田県高等学校なぎなた新人大会　男子の部　第１位

大曲高等学校　３年 なぎなた伊　藤　優　菜
秋田県高等学校体育大会なぎなた競技会
　個人の部、演技の部　第１位

大曲高等学校　３年 なぎなた小　松　千　聖 秋田県高等学校体育大会なぎなた競技会　演技の部　第１位

大曲高等学校
水泳部

水　　泳

秋田県高等学校体育大会水泳競技大会

　男子　４×100ｍフリーリレー　第１位
松川新、勝田涼介、坂本春空、藤原悠

大曲高等学校
水泳部

水　　泳

第52回秋田県高等学校新人水泳競技大会

　男子　４×100mフリーリレー　第１位
坂本春空、佐藤琉聖、藤原惇、勝田涼介

中仙中学校
バレーボール部

バレーボール

令和２年度秋田県中学校秋季バレーボール大会

　女子　第１位
高橋美陽、藤原碧唯、小松美咲、鈴木環菜、佐藤優桜
佐々木結菜、佐藤陽帆、藤原摩優、高根未有

大曲農業高等学校
自転車競技部

自転車競技

令和２年度秋田県高等学校体育大会自転車競技

　チームスプリント　第１位（大会新）
嵯峨旭陽、本村玲允、高橋まりお

大曲農業高等学校
自転車競技部

自転車競技

令和２年度秋田県高等学校体育大会自転車競技

　４㎞チーム・パーシュート　第１位
後藤圭輝、高橋まりお、本村玲允、藤井悠羽

大曲農業高等学校
自転車競技部

自転車競技

令和２年度秋田県高等学校自転車競技新人大会

　チーム・スプリント　第１位
高橋優、小澤侑陽、齊藤脩
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奨　励　賞（団体）

団　体　名 種　目 大　会　名　・　成　績　・　メ　ン　バ　ー

功　 労　 賞　　個人 　１名

栄　 光　 賞　　個人 　１名

奨　 励　 賞　　個人　　 67名　　団体　13団体

誤字・脱字等がございましたら慶事につきご寛容の程お願い申し上げます。

令和２年度　受賞者数一覧

№

7

8

9

10

11

12

13

　昭和44年より、小学生をはじめ一般クラブチームまでの監督を務め、

全県および全国大会での上位入賞を果たすなど、各層の競技力向上に

大きく貢献した。また、指導する傍ら、協会役員としても長年にわた

り活動し、バスケットボールのプロリーグであるＷリーグを地域に招

き、子供たちに夢を与えるなど、地域のバスケットボール普及・発展

に多大なる尽力をされた。

　現在も大曲仙北バスケットボール協会の顧問として運営に携わり、

組織力の向上に寄与されている。

大曲農業高等学校
自転車競技部

自転車競技

令和２年度秋田県高等学校自転車競技新人大会

　４㎞チーム・パーシュート　第１位
高橋優、小澤侑陽、齊藤脩、伊藤涼

大曲中学校
男子ソフトテニス部

ソフトテニス

第57回秋田県中学校秋季ソフトテニス大会

　男子団体　第１位
髙橋優斗、竹村成永、町田佳紀、佐藤大駕
益滿統万、佐々木洸希、進藤來人、品川唯斗

大曲庚申クラブ ソフトテニス

第12回秋田県団体対抗ソフトテニス大会

　シニア・中学校男子の部　第１位
佐々木広喜、新山基紀、益滿環、東海林裕晴、大澤武之、石川大翔、藤城和樹

大仙ビッグフィールド 軟式野球

第13回秋田県地区選抜野球大会

　第１位
伊藤旬里、伊藤誠也、打川らい、門脇宙、草彅大翔、後藤甚衛、後藤琉翔
佐々木愛仁、佐々木龍馬、佐藤大和、進藤翔愛、鈴木滉太、高橋裕太、土井大斗
時田翔輝、長澤尚、藤倉嘉喜、本間寛瑛、三浦八千琉、山方遥叶、津谷優輝

大曲空手道スポーツ少年団
誠和会

空手道

第37回秋田県空手道少年錬成大会兼

秋田県中学生空手道選抜大会　小学生高学年団体組手　第１位
太田真緒、鈴木脩、加賀谷日鞠、近藤海里、照井汰結

大曲農業高等学校
なぎなた部

なぎなた

令和２年度秋田県高等学校体育大会なぎなた競技

　団体の部　第１位
村田茉璃、佐々木葵、照井結女、阿部琴音、冨岡小夏、本間来瞳、菊地瑠衣

大曲高等学校
なぎなた部

なぎなた

令和２年度秋田県高等学校なぎなた新人大会

　団体の部　第１位
佐藤涼佳、嵯峨綾香、髙橋怜海、佐々木愛望、若城明日香

栄　光　賞（個人）

大仙市スポーツ賞受賞者
令和２年度

功労賞

大仙市バスケットボール協会
　い　と　う　　　　ゆ　き　お

伊　藤　勇紀雄（70歳）

大東文化大学　３年
　( 中仙地域出身）

陸上競技

第38回全日本大学女子駅伝対校選手権大会　第２位　（区間新）

鈴　木　優　花
すず　　　　き　　　ゆう　　　か
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