
平成28年京都市スポーツ賞受賞者一覧（個人）

受賞 区分 選手名 ふりがな 性別 競技 種目・部門 大会名 結果 所属

京都市スポーツ最高栄誉賞　 3 名
最高

栄誉賞
社会人 荒賀　龍太郎 あらが　りゅうたろう 男 空手道 男子個人組手-84kg級 第23回世界空手道選手権大会 優勝 荒賀道場

最高
栄誉賞

社会人 大島　祐哉 おおしま　ゆうや 男 卓球 男子団体 2016世界卓球選手権大会 準優勝 株式会社ファースト

最高
栄誉賞

大学生 山下　紗葵 やました　さき 女 空手道 女子団体形 第23回世界空手道選手権大会 優勝 同志社大学

京都市スポーツ栄誉賞　　 4 名

栄誉賞 社会人 中嶋　明子 なかじま　あきこ 女 カヌー VLI200m 2016パラカヌースプリント世界選手権大会 準優勝 マルホ株式会社

栄誉賞 大学生 宮原　知子 みやはら　さとこ 女 フィギュアスケート 女子シングル 世界フィギュアスケート選手権大会２０１６ 第5位 関西大学

栄誉賞 社会人 宮本　秀樹 みやもと　ひでき 男 柔道 講道館護身術 第8回世界柔道「形」選手権大会 優勝 京都府警察

栄誉賞 社会人 渡辺　正喜 わたなべ　まさき 男 柔道 講道館護身術 第8回世界柔道「形」選手権大会 優勝 京都府警察

京都市スポーツ特別賞 14 名

特別賞 社会人 伊勢田　愛 いせだ　めぐみ 女 セーリング 女子RS：X級 リオデジャネイロオリンピック 日本代表 福井県体育協会

特別賞 社会人 伊藤　舞 いとう　まい 女 陸上競技 マラソン女子 リオデジャネイロオリンピック 日本代表 大塚製薬

特別賞 社会人 上田　藍 うえだ　あい 女 トライアスロン 女子 リオデジャネイロオリンピック 日本代表 ペリエ・グリーンタワー・ブリジストン・稲毛インター

特別賞 社会人 太田　雄貴 おおた　ゆうき 男 フェンシング 男子フルーレ個人 リオデジャネイロオリンピック 日本代表 森永製菓

特別賞 社会人 阪口　真紀 さかぐち　まき 女 ホッケー 女子 リオデジャネイロオリンピック 日本代表 ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ

特別賞 社会人 高橋　美帆 たかはし　みほ 女 水泳競技 女子400m個人メドレー リオデジャネイロオリンピック 日本代表 日本体育大学大学院/ミキハウス

特別賞 社会人 竹井　昂司 たけい　こうじ 男 水球 男子 リオデジャネイロオリンピック 日本代表 鴨沂高等学校職員

特別賞 社会人 竹内　亜弥 たけうち　あや 女 ラグビーフットボール 女子 リオデジャネイロオリンピック 日本代表 アルカス熊谷

特別賞 社会人 谷井　孝行 たにい　たかゆき 男 陸上競技 男子競歩50km リオデジャネイロオリンピック 日本代表 航空自衛隊自衛隊体育学校

特別賞 社会人 筈井　翔太 はずい　しょうた 男 水球 男子 リオデジャネイロオリンピック 日本代表 ブルボン/ブルボンウォーターポロクラブ柏崎

特別賞 社会人 林　なぎさ はやし　なぎさ 女 ホッケー 女子 リオデジャネイロオリンピック 日本代表 ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ

特別賞 大学生 日野　未奈子 ひの　みなこ 女 陸上競技 視覚障害者女子マラソン 伴走者 リオデジャネイロパラリンピック 日本代表 立命館大学

特別賞 社会人 福士　加代子 ふくし　かよこ 女 陸上競技 マラソン女子 リオデジャネイロオリンピック 日本代表 ワコール

特別賞 社会人 牧野　幸雄 まきの　ゆきお 男 セーリング 男子49er級 リオデジャネイロオリンピック 日本代表 トヨタ自動車東日本
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平成28年京都市スポーツ賞受賞者一覧（個人）

受賞 区分 選手名 ふりがな 性別 競技 種目・部門 大会名 結果 所属

京都市スポーツ大賞　個人　社会人 8 名

大賞 社会人 郝　以華 かく　いか 女 武術太極拳 女子・伝統拳術B 第33回全日本武術太極拳選手権大会 優勝 泉クリスチャンハウス

大賞 社会人 北村　友里 きたむら　ゆり 女 水泳競技 100m平泳ぎSB5 2016ジャパンパラ水泳競技大会 優勝 京都ＳＣ

大賞 社会人 佐藤　恵二 さとう　けいじ 男 ベンチプレス 男子66kg級マスターズⅢ 2016年世界ペンチプレス選手権大会 準優勝

大賞 社会人 髙橋　利也 たかはし　としや 男 卓球 男子シングルス 2015FIDジャパン・チャンピオンズリーグ卓球大会 優勝 Infinity

大賞 社会人 寺原　万留々 てらはら　まるる 女 パワーリフティング 女子63kg級ジュニア スクワット 2016年第4回世界ジュニアクラシックパワーリフティング選手権大会
世界（ジュニ
ア）新記録

株式会社THINKフィットネス

大賞 社会人 長島　義孝 ながしま　よしたか 男 ベンチプレス 男子105kg級マスターズⅣ 第16回ジャパンクラシックベンチプレス選手権大会 優勝

大賞 社会人 山中　未久 やまなか　みく 女 相撲 軽量級

第4回国際女子相撲選抜堺大会
第17回全国選抜女子相撲大会
第2回全国女子相撲選抜ひめじ大会
第7回全日本女子相撲郡上大会

優勝 立命館大学職員

大賞 社会人 吉岡　大 よしおか　だい 男 ライフル射撃 ＣＰ６０Ｍ 第71回国民体育大会 優勝 京都府警

　 京都市スポーツ大賞　個人　大学生 51 名

大賞 大学生 足立　利佐子 あだち　りさこ 女 エアピストル競技 10mAP40W 第12回日本学生選抜ライフル射撃選手権大会 優勝 同志社大学

大賞 大学生 稲葉　大友 いなば　だいすけ 男 トライアスロン 学生選抜男子 2016全日本大学トライアスロン選抜大会 優勝 同志社大学

大賞 大学生 稲葉　映美 いなば　えみ 女 相撲
重量級
無差別級
重量級

第7回アジア女子相撲選手権大会
第17回全国選抜女子相撲大会
第7回全日本女子相撲郡上大会

優勝 立命館大学

大賞 大学生 今井　栞海 いまい　しおみ 女 レスリング
女子レスリング63ｋｇ級
女子ジュニアの部67kg級

平成28年度全日本学生レスリング選手権大会
2016年度全日本ジュニアレスリング選手権大会

優勝 同志社大学

大賞 大学生 上野　晃平 うえの　こうへい 男 陸上競技 男子400mH 天皇賜盃第85回日本学生陸上競技対校選手権大会 優勝 同志社大学

大賞 大学生 鵜飼　風音 うかい　かざね 女 ライフル射撃 50mR.3×20W 第12回日本学生選抜ライフル射撃選手権大会 優勝 同志社大学

大賞 大学生 梅原　紗月 うめはら　さつき 女 陸上競技 女子400mH 天皇賜盃第85回日本学生陸上競技対校選手権大会 優勝 立命館大学

大賞 大学生 大西　英輝 おおにし　えいき 男 空手道
男子組手-60kg
男子団体組手

空手１プレミアリーグ沖縄2015
第10回FISU世界大学空手道選手権大会

優勝 京都産業大学

大賞 大学生 沖田　理奈 おきた　りな 女 空手道 女子個人組手-61kg級
空手1プレミアリーグ沖縄2016
ベトナムオープン

第3位
優勝

同志社大学

大賞 大学生 奥田　成哉 おくだ　せいや 男 ラクロス 男子の部 第18回全日本ユース選抜選手権大会 優勝 京都産業大学

大賞 大学生 奥村　一修 おくむら　かずのぶ 男 自動車競技 YAMAHA　SSクラス 第21回全国学生カート選手権大会 優勝 京都産業大学

大賞 大学生 奥村　麻理子 おくむら　まりこ 女 スキー 女子 第30回全日本学生スキー技術選手権大会 優勝 京都産業大学

大賞 大学生 折戸　智恵 おりと　ともえ 女 テコンドー 女子-57ｋｇ級 第10回全日本学生テコンドー選手権大会 優勝 同志社大学

大賞 大学生 釜口　幸樹 かまぐち　こうき 男 空手道
男子組手-84ｋｇ
男子団体組手
シニア男子団体組手

空手１プレミアリーグ沖縄2015
第10回FISU世界大学空手道選手権大会
第6回東アジアシニア空手道選手権大会

第3位
優勝
優勝

京都産業大学

大賞 大学生 久保　弘樹 くぼ　ひろき 男 空手道 男子個人形
第10回FISU世界大学空手道選手権大会
第60回全日本学生空手道選手権大会
第9回世界ジュニア＆カデット，21アンダー空手道選手権大会

優勝
優勝
第3位

京都産業大学

大賞 大学生 後藤　秀平 ごとう　しゅうへい 男 カヌー K-1　1000ｍ 第52回全日本学生カヌースプリント選手権大会 優勝 同志社大学

大賞 大学生 今　日和 こん　ひより 女 相撲 重量級 第2回全国女子相撲選抜ひめじ大会 優勝 立命館大学

大賞 大学生 佐尾　瑠衣花 さお　るいか 女 空手道
女子個人組手-50kg
女子団体組手

第8回世界糸東流空手道選手権大会 優勝 京都産業大学
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大賞 大学生 佐藤　凪沙 さとう　なぎさ 女 自転車競技 サイクルフィギュア　シングル　女子エリート 14th Asian Indoor Cycling championships cum　Hong　Kong　Open2016 第3位 京都産業大学

大賞 大学生 佐野　誓建 さの　せいけん 男 パワーリフティング 男子105kg超級 第43回全日本学生パワーリフティング選手権大会 優勝 京都学園大学

大賞 大学生 清水　里佳子 しみず　りかこ 女 重量挙 女子+75kg級 第28回全日本女子学生ウエイトリフティング選手権大会 優勝 立命館大学

大賞 大学生 下田　菜都美 しもだ　なつみ 女 バドミントン 女子シングルス 第67回全日本学生バドミントン選手権大会 優勝 龍谷大学

大賞 大学生 杉野　文保 すぎの　あやほ 女 バドミントン 女子シングルス 第14回世界学生バドミントン選手権大会 優勝 龍谷大学

大賞 大学生 髙井　啓亮 たかい　けいすけ 男 ウエイトリフティング 男子85kg級 第62回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 優勝 京都産業大学

大賞 大学生 谷口　莉菜 たにぐち　りな 女 ウエイトリフティング 女子53kg級トータル
平成27年度JOCジュニアオリンピックカップ第36回全日本ジュニアウエイトリフティ
ング選手権大会

優勝 金沢学院大学

大賞 大学生 堤　彩夏 つつみ　あやか 女 パワーリフティング 女子63kg級 第43回全日本学生パワーリフティング選手権大会 優勝 京都学園大学

大賞 大学生 東海　志保 とうかい　しほ 女 空手道
女子個人組手-55kg級
女子団体組手

空手１プレミアリーグ沖縄2016
内閣総理大臣杯第43回全日本空手道選手権大会

準優勝
優勝

同志社大学

大賞 大学生 仲　健太郎 なか　けんたろう 男 自動車競技 男子の部 平成28年度全日本学生ダートトライアル選手権大会 優勝 同志社大学

大賞 大学生 中井　唯晶 なかい　ただあき 男 自転車競技 A-U部門 第41回チャレンジサイクルロードレース大会 優勝 京都産業大学

大賞 大学生 中野　壮一朗 なかの　そういちろう 男 空手道 ジュニア男子組手-68kg級 第9回世界ジュニア＆カデット，21アンダー空手道選手権大会 第3位 帝京大学

大賞 大学生 成本　綾海 なるもと　あやみ 女 卓球 女子シングルス 第83回全日本大学総合卓球選手権大会 優勝 同志社大学

大賞 大学生 新岡　浩陽 にいおか　こうよう 男 カヌー
K-1　1000ｍ
　　　〃
K-2  1000m

2016カヌースプリント海外派遣選手最終選考会
第52回全日本学生カヌースプリント選手権大会
SUBARU　平成28年度日本カヌースプリント選手権大会

優勝 立命館大学

大賞 大学生 橋本　奈津 はしもと　なつ 女 陸上競技 女子1500ｍ
2016日本学生陸上競技個人選手権大会
天皇賜盃第85回日本学生陸上競技対校選手権大会

優勝 京都産業大学

大賞 大学生 橋本　将都 はしもと　まさと 男 カヌー
C-1　1000ｍ
C-2　200m
C-2  1000m

第52回全日本学生カヌースプリント選手権大会 優勝 同志社大学

大賞 大学生 樋口　峻明 ひぐち　たかあき 男 自転車競技 男子マディソン（25km） 第57回全日本学生選手権トラック自転車競技大会 優勝 京都産業大学

大賞 大学生 藤田　渓太郎 ふじた　けいたろう 男 陸上競技 走高跳 第17回アジアジュニア陸上競技選手権大会 優勝 立命館大学

大賞 大学生 古川　潤 ふるかわ　じゅん 男 パワーリフティング 男子83kg級　ジュニアの部 第20回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会 優勝 京都学園大学

大賞 大学生 細矢　祐香 ほそや　ゆうか 女 トライアスロン 女子オープン 2016日本学生スプリントトライアスロン選手権 優勝 立命館大学

大賞 大学生 前川　知紀 まえかわ　ともき 男 パワーリフティング 男子74kg級 第35回全日本ジュニアパワーリフティング選手権大会 優勝 京都学園大学

大賞 大学生 政本　ひかり まさもと　ひかり 女 卓球 女子団体 フィンランドオープン2015 準優勝 同志社大学

大賞 大学生 窓場　加津紗 まどば　かづさ 女 パワーリフティング 女子72kg級一般の部トータル 2016年第4回世界ジュニアクラシックパワーリフティング選手権大会
日本

新記録
京都学園大学

大賞 大学生 馬淵　優佳 まぶち　ゆか 女 水泳競技
1m飛板飛込
3m飛板飛込

2016年度日本室内選手権飛込競技大会
第92回日本学生選手権水泳競技大会

優勝 立命館大学

大賞 大学生 溝田　晴矢 みぞた　はるや 男 居合道 男子の部初段 第54回全国居合道高知大会 優勝 立命館大学

大賞 大学生 村井　惟衣 むらい　ゆい 女 柔道 女子57kg級 2016年ポーランドジュニア国際大会 優勝 龍谷大学

大賞 大学生 村上　聡輔 むらかみ　そうすけ 男 ダブルダッチ
Performance部門
バトル部門

DOUBLE DUTCH CONTEST WORLD 2016 優勝 京都産業大学

大賞 大学生 モーリスはなこアイリーン もーりすはなこあいりーん 女 日本拳法 女子面ありの部 平成28年度日本拳法全国合同選手権大会 優勝 同志社大学

大賞 大学生 森田　靖 もりた　やすし 男 陸上競技 男子10000ｍW 第17回アジアジュニア陸上競技選手権大会 準優勝 龍谷大学

大賞 大学生 安田　京介 やすだ　きょうすけ 男 自転車競技 男子マディソン（25km） 第57回全日本学生選手権トラック自転車競技大会 優勝 京都産業大学
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大賞 大学生 山西　利和 やまにし　としかず 男 陸上競技 男子10000ｍW 天皇賜盃第85回日本学生陸上競技対校選手権大会 優勝 京都大学

大賞 大学生 吉村　美穂 よしむら　みほ 女 フェンシング 女子エペ 2016アジアジュニアフェンシング選手権 優勝 同志社大学

大賞 大学生 米澤　夏帆 よねざわ　かほ 女 柔道 女子63kg級 2016年グランプリ・ウランバートル 第3位 龍谷大学

京都市スポーツ大賞　個人　高校生 15 名

大賞 高校生 安久　詩乃 あぐ　うたの 女 アーチェリー リカーブ女子 2016年U-20ナショナルチーム選考会
日本高校

記録
同志社女子高等学校

大賞 高校生 鵜池　優至 ういけ　ゆうし 男 陸上競技 男子300m 第4回全国高等学校陸上競技選抜大会 優勝 京都市立西京高等学校

大賞 高校生 大西　翔子 おおにし　しょうこ 女 パワーリフティング 女子サブジュニア52kg級
第20回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会
2016年世界クラシックパワーリフティング選手権大会

優勝
第3位

京都府立北桑田高等学校

大賞 高校生 岡地　愛美 おかち　あみ 女 ウエイトリフティング 女子53kg級トータル 平成27年度第31回全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会 優勝 京都府鳥羽高等学校

大賞 高校生 奥山　命 おくやま　みこと 女 相撲 中量級 第4回国際女子相撲選抜堺大会 第3位 京都両洋高等学校

大賞 高校生 河南　文人 かんなん　ふみと 男 パワーリフティング 男子サブジュニア66kg級 第20回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会 優勝 京都府立北桑田高等学校

大賞 高校生 島田　都希 しまだ　つき 女 ウエイトリフティング
女子＋75kg級ジャーク
女子＋75kg級トータル

平成27年度第31回全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会
第8回全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会

優勝 京都府立鳥羽高等学校

大賞 高校生 辰巳　海斗 たつみ　かいと 男 水泳競技 男子15-16歳区分200m自由形 第39回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 優勝
京都外大西高等学校
コナミスポーツクラブ伏見

大賞 高校生 田中　透也 たなか　とうや 男 空手道 カデット男子形 第9回世界ジュニア＆カデット，21アンダー空手道選手権大会 優勝 大阪学芸高等学校

大賞 高校生 檀野　脩人 だんの　しゅうと 男 水泳競技 男子3mシンクロ飛板飛込 第39回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 優勝 京都外大西高等学校

大賞 高校生 遠山　秀雄 とおやま　ひでお 男 ボート競技 男子シングルスカル
平成28年度JOCジュニアオリンピックカップ第14回全日本ジュニアボート選手権大
会

優勝 京都市立伏見工業高等学校

大賞 高校生 橋本　菫 はしもと　すみれ 女 ウエイトリフティング
53kg級トータル
女子53kg級高校の部トータル

平成28年度第18回全国高等学校女子ウエイトリフティング競技選手権大会
第8回全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会

優勝 京都府立鳥羽高等学校

大賞 高校生 宮本　大輔 みやもと　だいすけ 男 陸上競技
男子100ｍ
少年男子Ａ100m

平成28年度全国高等学校総合体育大会
第71回国民体育大会

優勝 洛南高等学校

大賞 高校生 森川　風輝 もりかわ　ふうき 女 少林寺拳法 女子自由単独演武 第19回全国高等学校少林寺拳法選抜大会 優勝 洛北高等学校

大賞 高校生 吉村　涼句 よしむら　すずく 女 空手道 ジュニア女子組手-48kg級 第9回世界ジュニア＆カデット，21アンダー空手道選手権大会 優勝 華頂女子高等学校

京都市スポーツ大賞　個人　中学生 8 名

大賞 中学生 宇津木　美都 うつぎ　みくに 女 水泳競技 100m平泳ぎSB8 2016ジャパンパラ水泳競技大会 優勝 京都市立洛北中学校

大賞 中学生 北沢　瑞紀 きたざわ　みずき 女 空手道 2年女子組手 はまなす杯第10回全国中学生空手道選抜大会 優勝 京都市立衣笠中学校

大賞 中学生 澤島　さくら さわしま　さくら 女 空手道
カデット女子組手＋54kg級
女子個人組手

第6回東アジアシニア及び第5回東アジアジュニア＆カデット空手道選手権大会
第24回全国中学生空手道選手権大会

優勝 京都市立蜂ヶ岡中学校

大賞 中学生 白岩　優奈 しらいわ　ゆうな 女 フィギュアスケート 女子シングル 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会２０１６ 第4位 京都市立大枝中学校

大賞 中学生 田原　沙莉 たはら　さり 女 アーチェリー リカーブ部門小・中学生女子 第13回つま恋カップアーチェリー大会 優勝 同志社女子中学校

大賞 中学生 辻　薫乃 つじ　ゆきの 女 水泳競技
女子200ｍ自由形
女子13-14歳区分200m自由形

平成28年度全国中学校体育大会 第56回全国中学校水泳競技大会
第39回JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会

優勝 京都市立深草中学校

大賞 中学生 豊山　就介 とよやま　しゅうすけ 男 水泳競技 男子11-12歳区分100m平泳ぎ 第39回JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 優勝 京都市立山科中学校

大賞 中学生 平林　薫人 ひらばやし　くると 男 武術太極拳 男子　南拳B 第24回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会 優勝 京都市立松尾中学校
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