
                           平成２７年度　片 品 村 体 育 被 表 彰 者 名 簿

　体育功労者
NO 氏　　　名 所属等 年齢

1 倉田平四郎 グラウンドゴルフ協会 83

2 入澤真由美 バレーボール協会 55

　体育優秀選手

NO 氏　　　名 所属等 年齢
学年 種　　　　目 　　　表　　彰　　理　　由　（ 主　な　も　の ）

3 片品中学校野球部 野球 平成２６年度　第３７回群馬県中学校新人軟式野球大会　準優勝

4 川合　優海 片小 ２年 陸上 第１８回群馬県小学生陸上競技記録会　女子１年立幅跳　第３位

5 桑原　颯希 片小 ２年 スキー 群馬県ジュニアクロスカントリースキー大会第３戦　小学生低学年の部　第３位

6 三浦　一桔 武小 ２年 スキー 第３８回群馬県小学生総合体育大会スキー競技会スーパーＧ　男子１年　第３位

7 金子　瑠那 武小 ２年 スキー 第３８回群馬県小学生総合体育大会スキー競技会スーパーＧ　女子１年　第２位

8 田邊　瑠南 片小 ３年 スキー 第３８回群馬県小学生総合体育大会スキー競技会スーパーＧ　女子２年　第１位

9 萩原　柚夏 片小 ３年 スキー 第５回アルペンチルドレン競技会群馬県大会第１戦　大回転女子Ａ　第２位

10 星野そよ風 片小 ３年 スキー 第３８回群馬県小学生総合体育大会スキー競技会スーパーＧ　女子２年　第２位

11 小林　　響 片小 ４年 スキー 群馬県ジュニアクロスカントリースキー大会第３戦　小学生低学年の部　第１位

12 佐藤　大梧 片小 ４年 スキー 第３８回群馬県小学生総合体育大会スキー競技会スーパーＧ　男子３年　第３位

13 星野　雄聖 武小 ４年 スキー 第３８回群馬県小学生総合体育大会スキー競技会スーパーＧ　男子３年　第１位

14 星野　翔飛 片小 ５年 スキー 第３８回群馬県小学生総合体育大会スキー競技会スーパーＧ　男子４年　第３位

15 星野　歩夢 片小 ５年 スキー 第３８回群馬県小学生総合体育大会スキー競技会３ｋｍフリー　男子４年　第１位

16 髙橋　賢太 片小 ５年 スキー・陸上
第３８回群馬県小学生総合体育大会スキー競技会３ｋｍフリー　男子４年　第２位
第１８回群馬県小学生陸上競技記録会　男子４年１０００ｍ　第３位

17 吉野　結音 片小 ５年 スキー 第３８回群馬県小学生総合体育大会スキー競技会スーパーＧ　女子４年　第３位

18 鏑木　　葵 片小 ５年 スキー 第３８回群馬県小学生総合体育大会スキー競技会２ｋｍフリー　女子４年　第１位

19 星野　來樹 南小 ６年 スキー 第３８回群馬県小学生総合体育大会スキー競技会３ｋｍフリー　男子５年　第３位

20 笠原　利基 片中 １年 スキー 第３８回群馬県小学生総合体育大会スキー競技会スーパーＧ　男子６年　第２位

21 笠原　聡馬 片中 １年 スキー 第４４回群馬県スポーツ少年団スキー交流大会ＧＳ　高学年男子　第３位

22 萩原　羽麗 片中 １年 スキー 第３８回群馬県小学生総合体育大会スキー競技会スーパーＧ　女子６年　第２位

23 桑原　静那 片中 １年 スキー 第３８回群馬県小学生総合体育大会スキー競技会２ｋｍフリー　女子６年　第３位

24 星野　陽奈 片中 ２年 スキー 第５２回全国中学校スキー大会　リレー　第８位

25 笠原　初菜 片中 ２年 スキー 群馬県中学校新人スキー競技会　フリー　第３位

26 星野　誉貴 片中 ３年 スキー 第５２回全国中学校スキー大会　リレー　第７位

27 大竹　　澪 片中 ３年 スキー 群馬県中学校新人スキー競技会　大回転　第２位

28 戸丸　純也 片中 ３年 スキー 群馬県中学校新人スキー競技会　フリー　第２位

29 桑原　潤也 片中 ３年 スキー 群馬県中学校新人スキー競技会　フリー　第３位

30 千明龍之佑 農大二高 １年 スキー・陸上
第５２回全国中学校スキー大会　フリー　第４位　リレー　第７位
第７０回国民体育大会陸上競技群馬県予選会　男子少年Ｂ３０００ｍ　第１位

31 星野　湧也 利根商 １年 陸上 第５２回群馬県民体育大会秋季大会陸上競技大会　郡中学生１００ｍ　第２位

32 萩原明日香 尾瀬高 ３年 スキー・弓道
関東高校スキー大会　クラシカル第５位　フリー第５位
群馬県高校弓道選手権大会　個人　第２位

33 星野　結輝 利根商 ３年 スキー 関東高校スキー大会　クラシカル５位　リレー第１位

34 萩原　涼太 前橋商 ３年 スキー 関東高校スキー大会　クラシカル６位　フリー第５位

35 横坂　直樹 鎌田 18 スキー 関東高校スキー大会　クラシカル２位　フリー第１位　リレー第１位

36 星野　奈都 菅沼 18 陸上 平成２６年度　群馬県高等学校総合体育大会　駅伝競走の部　第２位

37 横坂　直美 越本 20 スキー 第７０回国民体育大会冬季大会スキー競技会群馬県予選会　アルペン成年女子Ａ　第２位

38 笠原智絵美 越本 21 スキー 第７０回国民体育大会冬季大会スキー競技会群馬県予選会　クロカン成年女子Ａ　第３位

39 飯塚　　剛 摺渕 24 スキー 第７０回国民体育大会冬季大会スキー競技会　クロカン成年男子リレー　第４位

40 大竹　　凜 須賀川 25 スキー 第７０回国民体育大会冬季大会スキー競技会　アルペン成年男子Ａ　第７位

41 山崎　龍哉 鎌田 25 射撃 第６９回国民体育大会クレー射撃トラップ団体　群馬県第８位

42 笠原　千裕 鎌田 26 スキー 第７０回国民体育大会冬季大会スキー競技会　クロカン成年女子Ｂ　第１位

43 丸山　和成 鎌田 26 射撃 第７０回国民体育大会関東ブロック大会　スキート個人第８位　　団体　群馬県第３位

44 萩原　一平 戸倉 30 スキー 第７０回国民体育大会冬季大会スキー競技会　アルペン成年男子Ｂ　第４位

45 星野　公佑 土出 31 スキー 第７０回国民体育大会冬季大会スキー競技会群馬県予選会　クロカン成年男子Ｂ　第３位

46 星野　和昭 土出 34 スキー・陸上
第７０回国民体育大会冬季大会スキー競技会群馬県予選会　クロカン成年男子Ｂ　第２位
第３２回群馬マスターズ陸上競技選手権大会　Ｍ３０ １５００ｍ、３０００ｍ　第１位

47 湯本　浩美 鎌田 34 スキー 第７０回国民体育大会冬季大会スキー競技会群馬県予選会　アルペン成年女子Ｂ　第１位

48 笠原　　穂 花咲 38 スキー 第７０回国民体育大会冬季大会スキー競技会群馬県予選会　クロカン成年男子Ｃ　第１位

49 山崎　義哉 鎌田 54 射撃 第６９回国民体育大会クレー射撃トラップ団体　群馬県第８位

50 入澤正次郎 越本 56 陸上 第３２回群馬マスターズ陸上競技選手権大会　Ｍ５５　６０ｍ第３位　１００ｍ第２位

51 星野　　勤 鎌田 56 陸上 第３２回群馬マスターズ陸上競技選手権大会　Ｍ５５　２００ｍ第１位

以上、功労者２名、優秀選手1団体、個人４９名

団体表彰メンバー

片品中学校野球部 成　　績　　等

1 倉田　元哉 東小川

2 中澤　智一 鎌田

3 萩原　魁星 土出

4 内田　悠太 花咲 平成２６年度　第３７回群馬県中学校新人軟式野球大会　準優勝

5 林　　広大 越本

6 星野　隼希 摺渕

7 星野　塁飛 越本

8 狩野　伯畝 東小川

祝　第７０回国民体育大会“和歌山国体”出場　（2015.10.2　～10.4　）
山崎義哉さん（鎌田：クレー射撃・１４年連続出場）　山崎龍哉さん（鎌田：クレー射撃・４年連続出場）丸山和成さん（鎌田：クレー射撃２年連続出場）

御　健　闘　を　お　祈　り　し　ま　す　！

　　　　　　　　平成２６年８月～平成２７年７月　          　　　　　　　　　　　   片品村体育協会

３０年にわたり、バレーボールの中心選手として活躍し、現在も選手として活躍中である。
郡バレーボール大会において１０連覇に貢献するなどバレーボールの普及に努めている。

表　  彰　  理　  由

片品村ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会の会計を８年間、またその間ユウモアたっぷりの名司会で協会の運営普及に尽力し、現在も活躍中である。

構成・所属他


