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松山 武志（野球）
スポーツ功労賞（１人）

スポーツ賞（104人）
●20回目（１人）
川村 弘人（バスケットボール）
●10回目（２人）
北谷 稔行（バスケットボール）
川村千佳子（水泳）
●５回目（10人）
神成 重雄（バスケットボール）
中野 友三（野球）
川浪 孝允（バスケットボール）
野呂 佑介（バスケットボール）
斉藤 樹信（バスケットボール）
佐藤 寿之（バスケットボール）
藤田 尚紀（バスケットボール）
棟方 慎也（バスケットボール）
安田 重明（水泳）
太田 徹郎（柔道）
●初回（30人）
佐々木高夫（ボウリング）
寺山日出男（ボウリング）
赤城 孝行（ボウリング）
下山 国栄（野球）
一戸 利栄（野球）
奥瀬 光幸（野球）
藤田 文男（野球）
奥瀬 利明（ウェイトリフティング）
野呂 尚司（バドミントン）
福田 剛 （陸上競技）
對馬 寛仁（バスケットボール）
工藤 悠大（バスケットボール）
熊谷 繁 （バスケットボール）
堀川 浩 （バスケットボール）
當麻 方博（バスケットボール）
畑中 洋美（バスケットボール）
斉藤 裕磨（水泳）
奈良美名絵（ソフトボール）
成田 有花（ソフトボール）
佐々木朋子（ソフトボール）
成田美寿々（ソフトボール）
安田奈緒美（ソフトボール）

平成18年度青森県社会体育優良団体 受賞
鶴田町柔道協会（昭和53年設立）
会長 坂本 孝

須郷 正也（少林寺拳法）
西村沙智子（柔道）
出町 隆憲（相撲）
相場 祥伸（相撲）
長内 拓磨（相撲）
佐藤 正八（相撲）
澁谷 直也（柔道）
小野寺孝太（柔道）
●２回目（27人）
渋谷 律 （ゲートボール）
石岡はるゑ（ゲートボール）
宮本テツ子（ゲートボール）
竹内 正孝（ゲートボール）
佐藤 誠治（ボウリング）
下山 良博（ボウリング）
山田 博睦（野球）
加賀谷忠栄（野球）
出町 正春（野球）
川村 悟 （野球）
佐藤 一人（野球）
岩間 昇 （野球）
下山健四郎（野球）
松山 久志（野球）
松山 力 （野球）
乳井 隆明（野球）
白戸 清子（バスケットボール）
木村 知子（バスケットボール）
笹森亜紀子（バスケットボール）
古川 幸枝（バスケットボール）
石岡 知子（バスケットボール）
丸山 公雄（水泳）
竹浪 ひな（水泳）
三浦 真人（剣道）
金田 巨 （ウェイトリフティング）
三浦 麻里（バスケットボール）
齋藤 穂波（スキー）
●３回目（９人）
木村 晃 （バスケットボール）
佐藤 竜太（バスケットボール）
八木橋祐生（バスケットボール）
中村 喜貴（バスケットボール）
佐藤 真恵（水泳）
三浦和佳子（水泳）
本間 幸二（野球）

成田 康祐（卓球）
長内 沙織（卓球）
蒔苗 志保（卓球）
乗田 淳美（卓球）
成田 怜 （卓球）
長尾 珠羅（卓球）
田澤 瑞英（卓球）
小山内 瑛（ソフトボール）
高橋 詩織（ソフトボール）
菊池 伊織（ソフトボール）
成田穂乃香（ソフトボール）
成田 麗花（ソフトボール）
齋藤 時男（スキー）
澁谷 滉紀（水泳）
一戸 済史（柔道）
下山 直城（柔道）
上原 裕也（柔道）
佐々木聖矢（柔道）
木村 美咲（柔道）
寺山 聖菜（柔道）
松江美由樹（ソフトボール）
金谷真希子（ソフトボール）
松江 綾華（ソフトボール）
長内亜由美（ソフトボール）
柴谷 香奈（ソフトボール）
松山 颯 （ソフトボール）
須郷 愁子（ソフトボール）
伊藤 文敏（陸上競技）
松山 勇造（陸上競技）
片沼 誠二（陸上競技）
鹿摩 悟 （ソフトテニス）
川村 和史（ソフトテニス）
三浦 憲 （ソフトテニス）
斉藤 俊史（水泳）
岡田 達哉（水泳）
佐藤 泰平（水泳）
一戸 泰人（水泳）
北谷 宏二（水泳）
須藤 敦昭（水泳）
渋谷 秀明（カヌー・ヨット）
加賀谷武一（カヌー・ヨット）
斎藤 幸一（カヌー・ヨット）
神 誠 （カヌー・ヨット）
斉藤 育蔵（ゲートボール）

桜井有希子（剣道）
成田 功樹（少林寺拳法）
●４回目（６人）
一戸 洋 （ボウリング）
工藤光一郎（ボウリング）
渋谷 明人（野球）
七戸 隆治（バスケットボール）
原田 綾子（水泳）
田澤 宏 （相撲）
●６回目（４人）
工藤 珠美（陸上競技）
中畑 隆司（バスケットボール）
佐藤 大基（バスケットボール）
太田 有架（バスケットボール）
●７回目（４人）
小笠原伸泰（バスケットボール）
佐藤 慎治（水泳）
太田 茂子（水泳）
山中 孔明（相撲）
●８回目（５人）
古川 和寿（バスケットボール）
秋庭 誠一（バスケットボール）
木村 公治（バスケットボール）
坂本みな子（バスケットボール）
木村 友映（バスケットボール）
●11回目（２人）
田中 唯仁（バスケットボール）
長内 光春（ウェイトリフティング）
●13回目（１人）
澁谷 悟 （水泳）
●14回目（１人）
下山 豊彦（バスケットボール）
●23回目（１人）
三上 秀人（水泳）
●24回目（１人）
工藤 武次（野球）

加賀谷亜実（柔道）
渋谷 舞 （柔道）
野宮 一樹（卓球）
松川ひかり（卓球）
寺田 昭郎（卓球）

２月24日（土）、国際交流会館で「鶴田町スポーツ功労賞・スポーツ賞」お
よび「鶴田町体育協会スポーツ奨励賞」授与式が行われ、平成18年度に各種ス
ポーツ大会で好成績を収めた選手、監督に表彰状と記念品が贈られました。

スポーツ奨励賞（49人）

（敬称略）
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昨年スポーツ活動に貢献した方々に

が授与されました


