
一般表彰　スポーツ功労者　21名 敬称略
氏名 推薦団体 氏名 推薦団体 氏名 推薦団体

佐藤　直孝 陸上競技協会 加藤　幸治 バレーボール協会 梅田　妙子 テニス協会

安藤　宏之 ソフトテニス協会 松雪　末吉 バドミントン協会 吉川　英二 ソフトボール協会

安室　正 野球協会 皆川　きよみ スケート協会 森山　由美子 少林寺拳法協会

遠藤　浩人 野球協会 小泉　千恵子 レクリエーション協会 高橋　克彦 体操協会

川村　振二 剣道連盟 小川　弘 弓道協会 宇佐見　英朗 ダンススポーツ連盟

田所　和也 柔道協会 長塚　周二 サッカー協会 石井　由紀子 ゴルフ協会

志田　尚隆 バスケットボール協会 今西　武 空手道協会 鈴木　利明 グラウンド・ゴル協会

一般表彰（一般）　優秀団体　5団体 敬称略
推薦団体 表彰事由（大会名：成績）

水泳協会

射撃協会

ゲートボール協会

ゲートボール協会

バウンドテニス協会

一般表彰（一般）　優秀選手　14名 敬称略

小川　莉央 少林寺拳法協会

好田　雅弘 少林寺拳法協会

村上　乃武子 ソフトテニス協会

石川　謙 スキー協会

細田　秀明 水泳協会

柴田　裕二 水泳協会

小林　由喜子 水泳協会

前澤　淳子 水泳協会

梅田　美由紀 水泳協会

ねんりんピックかながわ2022　65～69歳　個人種目　背泳ぎ　女　25m　優勝

ねんりんピックかながわ2022　65～69歳　個人種目　背泳ぎ　女　50m　優勝

2022年度　少林寺拳法神奈川県大会　一般女子三段以上の部　最優秀賞

ねんりんピックかながわ2022　65～69歳　個人種目　バタフライ　男　25m　優勝

ねんりんピックかながわ2022　65～69歳　個人種目　自由形　男　50m　優勝

2022年度　少林寺拳法神奈川県大会　一般男子初段二段の部　最優秀賞

令和4年度 (公財)相模原市スポーツ協会表彰 受賞者

表彰事由（大会名：成績）氏名 推薦団体

団体名

ねんりんピックかながわ2022　相模原市代表

相模原市射撃協会

明球会Aチーム

明球会Bチーム

ねんりんピックかながわ2022　相模原市代表　はやぶさ６

ねんりんピックかながわ2022　80～84歳　個人種目　自由形　女　25m　優勝

ねんりんピックかながわ2022　60～64歳　個人種目　背泳ぎ　女　25m　優勝

ねんりんピックかながわ2022　60～64歳　個人種目　背泳ぎ　女　50m　優勝

ねんりんピックかながわ2022　100m混合メドレーリレー　280歳以下の部　優勝

2022　第11回　allかながわスポーツゲームズ　クレー射撃競技 総合優勝

第38回全国選抜ゲートボール大会神奈川県予選大会　優勝

第78回国民体育大会　第37回南関東地域ゲートボール大会神奈川県予選大会　優勝

ねんりんピックかながわ2022　バウンドテニス　団体ダブルス戦　優勝

ねんりんピックかながわ2022　60～64歳　個人種目　バタフライ　男　25m　優勝

ねんりんピックかながわ2022　60～64歳　個人種目　バタフライ　男　50m　優勝

神奈川県秋季ソフトテニス大会　シニア80女子の部　優勝

第12回（通算73回）神奈川県市町村対抗スキー競技会　距離競技　男子成年フリー　優勝



坂井　丞 水泳協会

小堀　倭加 水泳協会

佐藤　湊 市スポーツ協会 （市文化・スポーツ表彰）

大山　正德 市スポーツ協会 （市文化・スポーツ表彰）

渡邊　薫 市スポーツ協会 （市文化・スポーツ表彰）

一般表彰（学生）　優秀選手　47名 敬称略
氏名 所属

西野　蒼太 旭小学校 陸上競技 令和4年度神奈川県小学生陸上競技秋季交流記録会　男子5年800m　優勝

地頭方　爽 鹿島台小学校 陸上競技 令和4年度神奈川県少年少女陸上競技交流記録会　女子6年800m　優勝

鴨田　るな 旭中学校 陸上競技 第49回全日本中学校陸上競技選手権大会　女子走高跳　優勝

村松　帆乃美 上溝中学校 陸上競技 第68回全日本中学校通信陸上競技神奈川県大会　女子1年800m　優勝

内藤　瑠菜 相模原中等教育学校 陸上競技 第64回神奈川県高等学校新人陸上競技大会　女子5000mW　優勝

泉谷　知貴 相模原弥栄高等学校 陸上競技 第64回神奈川県高等学校新人陸上競技大会　男子円盤投げ　優勝

相澤　陽 相模原弥栄高等学校 陸上競技 第60回神奈川県高等学校総合体育大会　女子三段跳び　優勝

藤澤　花菜 相模原弥栄高等学校 陸上競技 第60回神奈川県高等学校総合体育大会　女子走り高跳び　優勝

井上　瑞葵 陸上競技 第60回神奈川県高等学校総合体育大会　女子100m　優勝

近藤　希美 陸上競技 第60回神奈川県高等学校総合体育大会　女子1500m　3000m　優勝

高橋　良 陸上競技 第60回神奈川県高等学校総合体育大会　男子400mH　優勝

山田　美桜 陸上競技 第60回神奈川県高等学校総合体育大会　女子走り幅跳び　優勝

瀬田　陽菜 陸上競技 第60回神奈川県高等学校総合体育大会　女子200m　400m　優勝

上野　幹 剣道 令和4年度全国中学校選抜剣道大会神奈川県予選会　男子個人戦の部　優勝

鈴木　大輝 剣道 令和4年度第69回全国高等学校総合体育大会神奈川県男子個人戦予選会　優勝

竿田　陽和 由野台中学校 バドミントン 令和4年度第56回神奈川県中学校総合体育大会　バドミントン大会個人戦　女子シングルス優勝

熊耳　和希 法政クラブ バドミントン 第8回神奈川県小学生バドミントン連盟ダブルス交流大会　6年男子ダブルス　優勝

田中　星 バドミントン 第28回神奈川県スポーツ少年団バドミントン交流大会　小学4年生の部女子　優勝

鈴木　旺輔 若草Jr.B.C バドミントン

中野　こなつ 法政クラブ バドミントン 第8回神奈川県小学生バドミントン連盟ダブルス交流大会　４年女子ダブルス　優勝

横田　咲希 法政クラブ バドミントン 第8回神奈川県小学生バドミントン連盟ダブルス交流大会　４年女子ダブルス　優勝

表彰事由（大会名：成績）

2022世界ベンチプレス選手権大会　男子マスターズⅡ　93㎏級　3位入賞

①第8回神奈川県小学生バドミントン連盟ダブルス交流大会　3年男子ダブルス　優勝

②第32回会長杯小学生B大会　2年以下男子シングルス　優勝

競技種目

第40回全日本マスターズウェイトリフティング競技選手権大会　M80　73㎏級クリーン&ジャーク63㎏　優勝

第19回FINA世界水泳選手権2022　男子3m飛板飛込　6位入賞

①第98回日本選手権水泳競技大会　女子800m　自由形　優勝

②第19回世界選手権大会（2022/ブタペスト）400m自由形出場

第24回夏季デフリンピック競技大会　陸上競技　女子棒高跳び　5位入賞

東海大学付属相模高等学校

東海大学付属相模高等学校

東海大学付属相模高等学校

東海大学付属相模高等学校

東海大学付属相模高等学校

東海大学付属相模高等学校中等部

東海大学付属相模高等学校

綾瀬ジュニアバドミントンクラブ

氏名 推薦団体 表彰事由（大会名：成績）



氏名 所属

杉森　翔伍 若草Jr.B.C バドミントン

井上　大智 柔道 第56回神奈川県中学校総合体育大会　兼　第65回神奈川県中学校柔道大会　男子90㎏超級　優勝

井上　和花 柔道 第56回神奈川県中学校総合体育大会　兼　第65回神奈川県中学校柔道大会　女子57㎏級　優勝

久能　桐馬 柔道 令和4年度全国高等学校柔道選手権大会神奈川県予選　男子60㎏級　優勝

金杉　元太 柔道 令和4年度全国高等学校柔道選手権大会神奈川県予選　男子無差別級　優勝

三ツ石　恵翔 柔道

手塚　春太郎 柔道 令和4年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会　男子100㎏超級　優勝

秋田　蔵之介 柔道 第53回全国中学校柔道大会　男子81㎏以下　優勝

上田　夏也人 柔道 令和4年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会　男子90㎏以下　優勝

田中　詩音 柔道 令和4年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会　男子100㎏級　優勝

服部　辰成 柔道 令和4年度全国高等学校柔道選手権大会神奈川県予選　男子66㎏級　優勝

木原　慧登 柔道 2022年世界カデ選手権大会（ボスニアヘルツェゴビナ/サラエボ）男子73㎏以下　優勝

木原　誠登 柔道 第56回神奈川県中学校総合体育大会　兼　第65回神奈川県中学校柔道大会　男子55㎏級　優勝

大柿　遼馬 柔道 第56回神奈川県中学校総合体育大会　兼　第65回神奈川県中学校柔道大会　男子60㎏級　優勝

河野　友希 2022年度少林寺拳法神奈川県大会　一般初段二段の部　最優秀賞

貝瀬　壮 体操 第20回全日本新体操ユースチャンピオンシップ　個人総合　優勝

大野　伊織 体操 全国中学校新体操選手権大会　団体優勝

ホワイトン　謙心 ダンス

ダンス

齋藤　徹平 相模ヶ丘中学校 カヌー 令和4年度日本カヌースラロームジュニア選手権大会　優勝

古川　碧 スキー 第12回神奈川県市町村対抗スキー競技会　距離競技　男子少年　優勝

小方　颯 水泳

八木　星輝 大野北中学校 水泳 第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ　女子12‐13歳　1m飛板飛込　優勝

近藤　幸太郎 市文化・スポーツ表彰 陸上 天皇賜盃第91回日本学生陸上競技対校選手権大会　男子5000m　優勝

谷　侑馬 市文化・スポーツ表彰 テコンドー JOCジュニアオリンピックカップ第15回全日本ジュニアテコンドー選手権大会　小学4年生男子　‐28㎏級　優勝

小原　心花 市文化・スポーツ表彰 レスリング 2022年U15アジア選手権　女子39㎏級　3位入賞（レスリング）

藤村女子中学校

学生

学生

第17回オールジャパン・ジュニアダンススポーツカップ2022

ユース　ラテン（5種目総合）優勝、ユース　スタンダード（5種目総合）優勝

①第98回日本選手権水泳競技大会　200m個人メドレー　優勝

②第98回日本学生選手権水泳競技大会　200m個人メドレー　優勝

第17回オールジャパン・ジュニアダンススポーツカップ2022

ユース　ラテン（5種目総合）優勝、ユース　スタンダード（5種目総合）優勝

①第8回神奈川県小学生バドミントン連盟ダブルス交流大会　3年以下男子ダブルス　優勝

②第27回神奈川県スポーツ少年団バドミントン交流大会　小学4年生の部男子　優勝

①第56回神奈川県中学校総合体育大会　兼　第65回神奈川県中学校柔道大会　男子73㎏級　優勝

②第53回全国中学校柔道大会　男子73㎏以下　優勝

東海大学付属相模高等学校中等部

中学生

高校生

高校生

東海大学付属相模高等学校

東海大学付属相模高等学校中等部

東海大学付属相模高等学校

東海大学付属相模高等学校中等部

東海大学付属相模高等学校

光明学園相模原高等学校

高校生

学生

東海大学付属相模高等学校

東海大学付属相模高等学校

東海大学付属相模高等学校

東海大学付属相模高等学校中等部

東海大学付属相模高等学校中等部

競技種目 表彰事由（大会名：成績）

ホワイトン　夏奈実

少林寺拳法



一般表彰（学生）　優秀団体　9団体 敬称略

第60回神奈川県高等学校総合体育大会　女子4×400mR　優勝

特別表彰　賛助会員　1名 敬称略
氏名

(故)倉田　順子

令和4年度第69回全国高等学校総合体育大会神奈川県予選会　優勝

①第45回神奈川県中学校バスケットボール新人大会　優勝

②第56回神奈川県中学校総合体育大会　バスケットボール競技　女子の部　優勝

③第67回神奈川県中学校バスケットボール大会　優勝

④第3回神奈川県U15バスケットボール選手権大会2022　優勝

東海大学付属相模高等学校中等部　柔道部

表彰事由（大会名：成績）

東海大学付属相模高等学校　ラグビーフットボール部 令和4年度全国高等学校ラグビーフットボール神奈川県予選会　優勝

相模女子大学中学部　バスケットボール部

神奈川総合産業高等学校　自転車競技部

団体名

東海大学付属相模高等学校　女子陸上競技部

光明学園相模原高等学校　女子ソフトボール部

光明学園相模原高等学校　男子ソフトボール部

東海大学付属相模高等学校　剣道部男子

東海大学付属相模高等学校　柔道部 第60回全国高等学校総合体育大会兼第71回全国高等学校柔道大会県予選会　男子団体の部　優勝

第56回神奈川県中学校総合体育大会　兼　第65回神奈川県中学校柔道大会　男子団体の部　優勝

令和4年度全国高等学校定時制通信制体育大会　第57回自転車競技大会　総合優勝（5連覇）

令和4年度神奈川県高等学校秋季新人ソフトボール大会

兼第41回全国高等学校ソフトボール選抜大会神奈川県予選会　優勝

①令和4年度関東高等学校ソフトボール大会　第48回関東高等学校男子ソフトボール大会　優勝
②令和4年度神奈川県高等学校秋季新人ソフトボール大会兼第41回全国高等学校ソフトボール選抜大会神奈川県予選会　優勝


