
　１０月１３日（木）開催の第５１回士別市スポーツ表彰授賞式にて各賞が授与されます。

賞５個人１団体の受賞が決定いたしました。
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　今年度はスポーツ功労賞１個人、スポーツ賞１個人、スポーツ奨励賞１個人、ジュニア・スポーツ奨励

スポーツ功労賞
士別水泳協会推薦

鈴 木 繁 幸 様

スポーツ奨励賞
士別ウエイトリフティング協会推薦

大 崎 柊 哉 様

ジュニア・スポーツ奨励賞
士別レスリング協会推薦

岡 村 篤 樹 様

ジュニア・スポーツ奨励賞
士別レスリング協会推薦

佐々木 稟 心 様

ジュニア・スポーツ奨励賞
士別トランポリン協会推薦

谷 地 彪 吾 様

ジュニア・スポーツ奨励賞
士別トランポリン協会推薦

有 野 千 穂 様

ジュニア・スポーツ奨励賞
士別トランポリン協会推薦

湊 谷 幸 司 様

ジュニア・スポーツ奨励賞
士別柔道連盟推薦

士別誠心館道場

スポーツ賞
士別空手道連盟推薦

窪 田 博 文 様



【事績概要】

■ 士別水泳協会理事長 平成16年度

■ 士別水泳協会副会長兼理事長 平成17年度～現在

■ （一財）士別市体育協会　理事 平成22年度～平成25年度

■ （一財）士別市体育（スポーツ）協会　評議員 平成26年度～令和3年度

■ （一財）士別市スポーツ協会　理事 令和4年度～現在

【競技成績】

■ 第8回マスターズ空手道競技北海道大会 男子形２部　 準優勝

■ 日本スポーツマスターズ2022空手道競技大会 男子形２部　 出場

【競技成績】

■ 令和2年度全国高等学校ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選抜大会 73㎏級 4位入賞　         

■ 令和3年度全国高校総合体育大会男子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選手権大会73㎏級5位入賞

■ 令和4年度全国高校総合体育大会男子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選手権大会81㎏級準優勝

【競技成績】

■ 令和4年度第39回全国少年少女レスリング選手権大会

小学5年生男子の部33㎏級　準優勝

　　　　鈴木　繁幸
士別水泳協会推薦

　昭和６０年北海道水泳連盟準指導員を取得以来、水泳協会では副会長、理事長を歴任し

組織の中心として活動しており、水泳少年団においても少年団員、他の指導者の育成指導

水泳の底辺拡大と普及に努め、更に水泳教室、水泳大会の開催運営を積極的に担うととも

　　　　窪田　博文
士別空手道連盟推薦

　小学生低学年時から今日まで長年にわたり現役選手として活躍している。出場した大会

では常に上位入賞を果たす等輝かしい戦績を残しており、本年もマスターズ全国大会の出

場を果たした。また、優れた指導力を発揮して後進を育成し、多数の選手、指導者を輩出

し、旭川地区空手道連盟でも審判部長を務め、技術向上を図る等、地域スポーツの貢献に

　　　　大崎　柊哉
士別ウエイトリフティング協会推薦

士別翔雲高校３年

大きく寄与している。

　幼年からレスリングを始め、現在でレスリング歴が５年目。まじめな性格と常に努力を

続ける姿は、チーム内の小学生選手の良い見本となっておりチーム全体の士気も高めてい

ます。また、初出場の全国大会では物おじしない性格で見事に準優勝を果たし、今後の更

なる活躍が期待されています。

　小学６年生より少年団にて競技を始め、高校１年次より全国大会に出場をしている。今

年、愛媛県で行われたインターハイでは準優勝を果たした。主将としてチームを引っ張り

自らもひたむきに努力する姿は他の模範となるところである。

　　　　岡村　篤樹
士別レスリング協会推薦

士別南小学校５年

に励んでいる。　スポーツ少年団から一般市民まで地域における「市民皆泳」を目指し、

に、指導員の育成強化に励んでいる。

スポーツ功労賞

スポーツ賞

スポーツ奨励賞

ジュニア・スポーツ奨励賞



【競技成績】

■ 令和４年度第39回全国少年少女レスリング選手権大会

小学5年生女子の部40㎏級　準優勝

【競技成績】

■ 令和４年度北海道トランポリン競技ジュニア選手権大会　団体３位

■ 令和４年度全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会　出場

【競技成績】

■ 令和４年度北海道トランポリン競技ジュニア選手権大会　５位

■ 令和４年度全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会　出場

【競技成績】

■ 令和４年度北海道トランポリン競技ジュニア選手権大会　優勝

■ 令和４年度全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会　出場

【競技成績】

■ 令和３年度マルちゃん杯北海道少年柔道大会　中学生男子の部　3位入賞

■ 令和３年度マルちゃん杯全日本少年柔道大会　中学生男子の部　出場

　遊びの中でトランポリンに親しみ、その中で大会を目指し努力を続ける姉を追いかける

ように大会に出場、日々の練習での努力を続ける姿は、同級生や後輩達の良き手本となる

存在であり、今後の活躍が期待される選手である。また、大会でも、自分の競技に集中し

試合の無い時間にも、他地区選手の演技を見ながら自分の演技力向上のために研究するな

ど、周囲からの信望も厚い。

都で行われた全日本少年柔道大会に出場した。　コロナ禍でも毎日稽古に励み３年ぶりに

　開催されたこの大会で全国大会出場となり、後輩たちの目標となる活躍をした。

　　　　士別誠心館道場
士別柔道連盟推薦

中学生７名

　日々厳しい練習に精進し、３年ぶりに中学の部での全国大会に出場。今年７月に行われ

たマルちゃん杯北海道少年柔道大会において中学生男子の部で３位入賞し、９月には東京

努力を重ねている姿は、後輩達の良き手本となる存在であり今後の活躍が期待される選手

である。また、温厚で優しく辛い練習から逃げること無く挑戦を続けており、、協会指導

者・父母達からの信望も厚い。

　　　　湊谷　幸司
士別トランポリン協会推薦

士別小学校４年

　　　　有野　千穂
士別トランポリン協会推薦

士別南小学校６年

　両親の勧めでトランポリンに親しみ、その中から演技の向上を達成する喜びを感じ、大

会を目指すようになり、指導者の説明を良く聞き、逃げることなく少しでも上達しようと

も良く後輩のみならず会員父母からの信望も厚い。

　　　　谷地　彪吾
士別トランポリン協会推薦

見本であり目標となっています。道内レスリング関係者からは評価も高く、将来を期待さ

れている選手の一人である。

士別南中学校２年

　両親の勧めで３歳からトランポリンを始める。小学校で野球も始め、現在も２種目を

続けながら練習を両立し、日々努力を続けている。

　温厚な性格で、練習中も後輩達へのアドバイスを行いながら、レベルアップを目指し熱

心に練習を行い、大会では戸惑う後輩の面倒を見ながら自分の競技に集中する等、面倒見

　　　　佐々木　稟心
士別レスリング協会推薦

士別小学校５年

　幼年からレスリングを始め、現在でレスリング歴が７年目。身体能力の高さとレスリン

グセンスはチーム随一です。また、練習への高い意欲と努力を続ける姿はチーム内の良い

ジュニア・スポーツ奨励賞
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8月21日～22日　茨城県高萩市 7月26日～28日　東京都

中川　賢信 （士別中学校） 欠場 胡摩崎　暖 （士別東高校） 男子シングルス 出場

11月5日～7日　熊本県熊本市 7月29日～31日　東京都

京野　　心 （ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞ） 6年生男子36kg級 出場 小倉　緋彩 （ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞ） 6年女子36kg級 3位

長尾　栞太 （ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞ） 6年生男子30kg級 2位 鈴木　心煌 （ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞ） 5年男子36kg級 欠場

松岡　凌正 （ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞ） 6年生男子50kg級 出場 岡村　篤樹 （ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞ） 5年男子33kg級 2位

小倉　緋彩 （ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞ） 5年生女子33kg級 2位 佐々木稟心 （ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞ） 5年女子40kg級 2位

岡村　茉侑 （ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞ） 3年女子30kg級 出場

11月20日～23日　新潟県中魚沼郡 7月28日～31日　大阪府熊取町

瀬川　瑠奈 （士別翔雲高校）  71kg級 2位 谷地　彪吾 （士別南中学校） 13～15歳 42位

湊谷　幸歩 （士別小学校） 11～12歳 12位

有野　千穂 （士別南小学校） 11～12歳 64位

11月26日～28日　東京都 湊谷　幸司 （士別小学校） 10歳以下 21位

稲川　瑛太 （士別中学校）  44kg級 出場

8月4日～8日　愛知県新居浜市

11月13日～14日　福岡県福岡市 大崎　柊哉 （士別翔雲高校）  81kg級 2位

西崎　拓磨 （士別南中学校） 出場 中川　賢信 （士別翔雲高校）  96kg級 21位

下村琳太郎 （士別南中学校） 出場 三上　力丸 （士別翔雲高校） 102kg級 21位

渡邊　大翔 （士別中学校） 優勝

9月18日　東京都

1月29日～30日　東京都 士別誠心館道場（中学生5名） 出場

長尾　栞太 （ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞ） 大会中止

小倉　緋彩 （ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞ） 大会中止

9月23日～25日　岩手県盛岡市

窪田　博文 （士別空手道連盟） 男子形2部 出場

2月4日～6日　岡山県倉敷市

瀬川　瑠奈 （士別翔雲高校）  71kg級 大会中止 10月6日～10日　栃木県小山市

大崎　柊哉 （士別翔雲高校） 少年男子81kg級 優勝

3月25日～28日　石川県金沢市

大崎　柊哉 （士別翔雲高校）  73kg級 出場 10月13日～16日　石川県金沢市

士別九十九会（11名） 　9人制 出場

7月17日～18日　茨城県高萩市

中　幸太郎 （士別南中学校）  55kg級 10位

石川　英虎 （士別中学校）  67kg級 4位

中　　遥陽 （士別中学校）  73kg級 2位

栗原　聡大 （士別南中学校）  73kg級 3位

大塚　　礼 （士別南中学校）  81kg級 5位

中川智咲子 （士別中学校）  59kg級 5位

全国高等学校定時制通信制体育大会第55回全国卓球大会

第21回全国社会人9人制バレーボール東ブロック男女優勝大会

全国高等学校ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技大会

高松宮賜旗第69回全国高等学校ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選手権大会

2022年度マルちゃん杯全日本少年柔道大会

日本スポーツマスターズ2022空手道競技大会

第77回国民体育大会（いちご一会とちぎ国体）

第35回全国男子中学生ウエイトリフティング選手権大会

第81回全日本ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会

第35回全日本女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会

東京都知事杯第12回全国中学選抜レスリング選手権大会

一般社団法人日本中学生野球連盟

※全国大会選手参加奨励金 交付者のみ記載

（　令和3年8月～令和4年10月　）

第38回全国少年少女レスリング選手権大会

第8回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会

第39回全国少年少女レスリング選手権大会

第26回全国少年少女選抜レスリング選手権

JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ

九州沖縄ブロック「FBスカウト杯」

第42回全日本ｼﾞｭﾆｱｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会

第37回全国高等学校ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選抜大会

第36回全国男子中学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会

第21回全国女子中学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会


