
平成２６年度 木更津市スポーツ表彰 受賞者一覧 
 
 

競技名 選手名・団体名 学校名又は所属名 大会名及び成績 

ソフトボール 木更津総合高等学校 ソフトボール部 

平成 26 年度全国高等学校総合体育大会ソフト

ボール競技大会 第 66 回全日本高等学校女子

ソフトボール選手権大会 準優勝 

陸上 小野 翼 木更津総合高等学校 
JOC ジュニアオリンピックカップ「第 8 回日本
ユース陸上競技選手権大会」 

男子ハンマー投げ 優勝 

柔道 泉 真生 木更津総合高等学校 
平成 26 年度全国高等学校総合体育大会柔道競
技大会 第 63 回全国高等学校柔道大会女子
78kg 級 優勝 

空手道 拓殖大学紅陵高等学校空手道部（女子） 
平成 26 年度全国高等学校総合体育大会空手道
競技大会 第 41 回全国高等学校空手道選手権
大会 女子団体組手 準優勝 

空手道 鈴木 空我 
拓殖大学 

紅陵高等学校 

第 33 回全国高等学校空手道選抜大会   
男子個人形 準優勝 

テニス 齊藤 佳帆 
拓殖大学 

紅陵高等学校 

平成 26 年度全国高等学校総合体育大会テニス
競技大会 第 71 回全国高等学校対抗テニス大
会 第 104 回 全国高等学校テニス選手権大会  
女子単 準優勝 

水泳 畠山 雅和 木更津市在住 
第 31 回日本マスターズ水泳選手権大会  
40～44 歳 50m 背泳 準優勝 

水泳 芳野 眞任 木更津市在住 

第 31 回日本マスターズ水泳選手権大会 
75～79 歳 100m 自由形 優勝 
75～79 歳 200m 自由形 優勝 
75～79 歳 400m 自由形 準優勝 
280～319 歳 4×50m フリーリレー 準優勝 
第 2 回日本マスターズ水泳スプリント選手権
大会 75～79 歳 100m 自由形 優勝 
280～319 歳 4×25m フリーリレー 優勝 
2014 年度日本マスターズ水泳長距離・リレー
大会 280～319 歳 4×100m フリーリレー優勝 

水泳 冨野 倬司 木更津市在住 

第 2 回日本マスターズ水泳スプリント選手権
大会 280～319 歳 4×25m フリーリレー 優勝 
第 31 回日本マスターズ水泳選手権大会 
280～319 歳 4×50m フリーリレー 準優勝 
2014 年度日本マスターズ水泳長距離・リレー
大会 280～319 歳 4×100m フリーリレー優勝 

水泳 宮川  浩 木更津市在住 
第 2 回日本マスターズ水泳スプリント選手権
大会 90～94 歳 25m 自由形 優勝 

水泳 青木美津子 木更津市在住 

第 18 回ウーマンズ・スイムフェスティバル
2014 50～54 歳 50m 平泳 優勝 
50～54 歳 50m 自由形 準優勝 
第 2 回日本マスターズ水泳スプリント選手権
大会 50～54 歳 50m バタフライ 準優勝 

フライング

ディスク 
朝日 美穂 

社会福祉法人 

みづき会 

上総喜望の郷 

第 14 回全国障害者スポーツ大会長崎がんばら
んば大会ディスタンス レディース・スタンデ
ィング 準優勝 

ボウリング 重田 洋平 (株)ジー・テイスト 
第 14 回全国障害者スポーツ大会長崎がんばら
んば大会 ボウリング 青年男子   準優勝 



柔道 吉田 静樹 木更津柔道会 
2014 日本ベテランズ国際柔道大会（第 11 回日
本マスターズ柔道大会） 45～49 歳  60kg 級 
優勝 

柔道 平野健太郎 木更津柔道会 
2014 日本ベテランズ国際柔道大会（第 11 回日
本マスターズ柔道大会） 50～54 歳 66kg 級 
優勝 

空手道 山口  桜 西清小学校 

第 10 回国際青少年空手道選手権大会  
10 歳 女子 +40Kg 級 優勝 
全日本青少年空手道選手権大会 
10 歳 女子 +40Kg 級 優勝 

空手道 木津 歩美 西清小学校 
第 14 回全日本少年少女空手道選手権大会 
小学校 6 年生女子 形の部 準優勝 

野球 山下 輝 岩根西中学校 
第 9 回 15U 全国 KB 野球秋季大会（男子の部） 
優勝 

バドミントン 佐藤 明海 
木更津市 

バドミントン協会 
第 31 回全日本シニアバドミントン選手権大会 
60 歳以上男子ダブルス 準優勝 

 


