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「栄誉をたたえて」の贈呈について

　「栄誉をたたえて」は昭和６１年に創設以来、これまで１０６件（７６個人、３０団
体）に贈呈しています。（今回を除く）

t_kishiyama@city.asahikawa.hokkaido.jp

平成28年10月18日

　本市ではスポーツ、文化等の分野において輝かしい活躍をされ、市民に深い感
動と明るい希望を与えた方に「栄誉をたたえて」を贈呈しているところであります。

　　広島県で開催された第４０回全国高等学校総合文化祭　写真部門で，最優秀
賞・文部科学大臣賞を受賞したことに対し、「栄誉をたたえて」を贈呈いたします。

　この度、次のとおり表彰を行いますので報道についてよろしくお願いいたします。

備　考

報道（取材）に
当たってのお願

い

mailto:t_kishiyama@city.asahikawa.hokkaido.jp


栄誉をたたえて受賞者一覧（表彰順・敬称略） H28.9.28現在

番 表彰年月 種別 受　　賞　　者　　氏　　名 種目 表　　　　　　　彰　　　　　　　事　　　　　　　由

1 S61.08.07 個人 山下　敬吾 囲碁 第７回少年少女囲碁全国大会　優勝

2 S61.11.21 個人 境田　裕之 陸上 第１７回ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ陸上選手権大会　走り高跳び　優勝

3 S62.02.16 団体 北海道電設工事株式会社綱引き倶楽部 綱引き 87全日本綱引き選手権大会　男子の部　優勝

4 S62.08.20 団体 旭川神居ジュニア バレーボール 第７回全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ小学生大会全国大会　女子の部　優勝

5 S63.02.16 個人 上村　文代 アルペンスキー 第２５回全日本中学校スキー大会　女子ｽﾗﾛｰﾑの部　優勝

6 S63.02.19 団体 旭川ＢＬ 綱引き ’88全日本綱引き選手権大会　女子の部　優勝

7 S63.02.29 個人 平沼　さやか クロスカントリースキー 第４３回国民体育大会冬季大会ｽｷｰ競技大会 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ少年女子5ｷﾛの部 優勝

8 S63.04.08 団体 旭川実業高等学校女子バレーボール部 バレーボール 第１９回全国高等学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選抜優勝大会　女子の部　優勝

9 S63.10.28 個人 高田　芳江 アーチェリー 第４３回国民体育大会　ｱｰﾁｪﾘｰ少年女子個人の部　優勝

10 H元.02.27 個人 松浦　　元 クロスカントリースキー
第３８回全国高等学校ｽｷｰ大会及び第４４回国民体育大会冬季大会ｽｷｰ競技会
少年男子ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ15ｷﾛの部　優勝

11 H元.08.01 団体 北海道旭川北高等学校女子ｱｰﾁｪﾘｰ部 アーチェリー 第２２回全国高等学校ｱｰﾁｪﾘｰ選手権大会　女子の部　優勝

12 H元.09.09 個人 増茂　孝枝 バドミントン 第１９回全国中学校ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会　女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽの部　優勝

13 H元.09.09 個人 中山　智香子 バドミントン 第１９回全国中学校ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会　女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽの部　優勝

14 H元.10.04 団体 北海道旭川西高等学校男子体操部 新体操 第４４回国民体育大会秋季大会　新体操少年男子の部　優勝

15 H2.02.23 個人 川口　城二 アルペンスキー 第２７回全国中学校ｽｷｰ大会　ｽﾗﾛｰﾑ・ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑの部　２種目優勝

16 H2.09.04 個人 伊藤　新太郎 陸上 第１７回全日本中学校陸上競技選手権大会 男子110 ﾒｰﾄﾙﾊｰﾄﾞﾙ　優勝

17 H2.10.04 個人 佐竹　明美 弓道 第２３回全日本女子弓道選手権大会　優勝

18 H3.09.19 個人 一宮　孝一 バドミントン 第２１回全国中学校ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会　男子ｼﾝｸﾞﾙの部　優勝

19 H4.03.19 個人 酒井　敏行 クロスカントリースキー 第４７回国民体育大会ｽｷｰ競技会　ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ少年男子15ｷﾛの部　優勝

20 H4.09.05 個人 篠永　　学 陸上 第１９回全日本中学校陸上競技選手権大会　男子走り高跳び　優勝

21 H4.09.05 個人 馬木　智一 バドミントン 第２２回全国中学校ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ　男子ｼﾝｸﾞﾙｽの部　優勝

22 H5.02.24 団体 旭川大学高等学校女子ｽｷｰ部 クロスカントリースキー 第４２回全国高等学校ｽｷｰ大会　女子総合優勝

23 H5.02.24 個人 大高　友美 クロスカントリースキー
第４２回全国高等学校ｽｷｰ大会女子ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ5ｷﾛ・10ｷﾛの部 ２種目優勝
及び第４８回国民体育大会冬季大会ｽｷｰ競技会　ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ少年女子5ｷﾛの部　優勝

24 H5.06.08 団体 旭川クラブ ゲートボール 第８回全国選抜ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会ﾐﾄﾞﾙﾚﾃﾞｨｰｽｸﾗｽ　優勝

25 H5.11.04 個人 齋藤　比咲 アーチェリー 第４８回国民体育大会秋季大会　ｱｰﾁｪﾘｰ競技少年女子個人の部　優勝

26 H5.11.18 団体 ﾊﾟﾁﾝｺｼﾞｬﾊﾟﾝﾚﾃﾞｨｰｽ 綱引き 第２回全日本軽量級綱引選手権大会　女子の部　優勝

27 H5.12.17 団体 旭川工業高等専門学校 ロボコン ﾛﾎﾞｯﾄｺﾝﾃｽﾄ’９３高専部門全国大会　優勝

28 H6.10.27 個人 芳野　博子 パラリンピック ’９４ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ陸上競技大会　ｸﾗｽ別100m・200m　２種目優勝

29 H6.12.15 個人 金山　育代 作文 平成６年度心の輪を広げる体験作文　小学生の部　最優秀賞受賞

30 H7.04.03 個人 佐藤　慎子 柔道 第１７回全国高等学校柔道選手権大会　女子52kg級　優勝

31 H7.08.21 団体 旭川実業高等学校野球部 野球 第７７回全国高等学校野球選手権大会　北北海道代表初のﾍﾞｽﾄ８

32 H7.11.24 個人 橋本　暁人 バドミントン 第１４回全日本ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会　中学新人男子の部　優勝

33 H8.03.04 個人 夏見　　円 クロスカントリースキー 第４５回全国高等学校ｽｷｰ大会　女子ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ5ｷﾛ（ｸﾗｼｶﾙの部）　優勝

34 H8.04.10 個人 惠本　裕子 柔道 ｱﾄﾗﾝﾀｵﾘﾝﾋﾟｯｸ女子柔道61kg級　日本代表

35 H8.06.17 団体 旭川くれない ゲートボール 第１１回全国選抜ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会　ｼﾆｱﾚﾃﾞｨｰｽｸﾗｽ　優勝

36 H8.06.20 個人 大懸　郁久美 バレーボール ｱﾄﾗﾝﾀｵﾘﾝﾋﾟｯｸ女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ　日本代表ﾁｰﾑ入り

37 H9.08.13 団体 北海道旭川東高等学校放送局 放送 第４４回ＮＨＫ杯全国高校放送ｺﾝﾃｽﾄ全国大会　創作ﾃﾚﾋﾞﾄﾞﾗﾏ部門　優勝

38 H9.08.28 個人 朴　　道純 囲碁 第２１回全国高等学校総合文化祭・囲碁部門　男子個人戦　優勝

39 H9.12.03 個人 倉持亜佐美 柔道 平成９年度全国女子柔道体重別選手権大会　４８kg級　優勝



番 表彰年月 種別 受　　賞　　者　　氏　　名 種目 表　　　　　　　彰　　　　　　　事　　　　　　　由

40 H10.01.19 個人 上島しのぶ スノーボード 長野冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ女子大回転　日本代表

41 H10.01.19 個人 高垣　誠人 スノーボード 長野冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ　男子ﾊｰﾌﾊﾟｲﾌﾟ　日本代表

42 H10.01.21 個人 今井　孝雅 スノーボード 長野冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ　男子ﾊｰﾌﾊﾟｲﾌﾟ　日本代表

43 H10.02.13 個人 篠原　広樹 パラリンピック 長野パラリンピック冬季競技大会　クロスカントリースキー出場

44 H10.02.13 個人 永瀬　　充 パラリンピック 長野パラリンピック冬季競技大会　アイススレッジホッケー出場

45 H10.02.13 個人 加藤　　弘 パラリンピック 長野パラリンピック冬季競技大会　クロスカントリースキー出場

46 H10.02.16 個人 石田　正子 クロスカントリースキー 第４７回全国高等学校ｽｷｰ大会　女子ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ5ｷﾛ（ｸﾗｼｶﾙの部）　優勝

47 H10.02.16 個人 高口　嘉樹 クロスカントリースキー 第４７回全国高等学校ｽｷｰ大会　男子ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ15ｷﾛ（ﾌﾘｰの部）　優勝

48 H10.02.16 個人 江刺　　学 アルペンスキー 第３５回全国中学校ｽｷｰ大会　ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑの部　優勝

49 H10.08.31 個人 池田　賢明 体操 第２９回全国中学校体操競技選手権大会個人男子跳馬種目 優勝

50 H11.02.08 団体 旭川龍谷高等学校書道部 書道 第７回国際高校生選抜書展　団体の部　全国優勝

51 H11.02.08 個人 加藤　雄太 書道 第７回国際高校生選抜書展　個人の部　文部大臣奨励賞

52 H11.02.15 団体 旭川大学高等学校男子スキー部 クロスカントリースキー 第４８回全国高等学校スキー大会クロスカントリー男子リレー 優勝

53 H11.02.15 個人 溝渕　勇司 クロスカントリースキー 第４８回全国高等学校スキー大会男子クロスカントリー10ｷﾛ(ｸﾗｼｶﾙの部)15ｷﾛ(ﾌﾘｰの部)　２種目優勝

54 H12.03.06 団体 旭川大学高等学校男子スキー部 クロスカントリースキー 第４９回全国高等学校スキー大会クロスカントリー男子リレー 優勝

55 H12.03.06 団体 旭川大学高等学校女子スキー部 クロスカントリースキー 第４９回全国高等学校スキー大会クロスカントリー女子リレー 優勝

56 H12.04.14 個人 佐藤　愛子 柔道 高校選抜大会女子柔道５２㌔級優勝

57 H12.04.14 個人 上野　順恵 柔道 高校選抜大会女子柔道６３㌔級優勝

58 H12.07.24 個人 上野　雅恵 柔道 シドニーｵﾘﾝﾋﾟｯｸ女子柔道70kg級　日本代表

59 H13.03.05 個人 岩崎　加奈 クロスカントリースキー 第５０回全国高等学校スキー大会女子クロスカントリー10ｷﾛ(ﾌﾘｰの部)優勝

60 H13.03.05 個人 外舘　優子 クロスカントリースキー 第３８回全国中学校スキー大会女子クロスカントリー5ｷﾛ(ｸﾗｼｶﾙの部)優勝

61 H13.03.05 個人 本田　尚平 クロスカントリースキー 第５６回国体冬季大会スキー競技会距離少年男子10ｷﾛ（ｸﾗｼｶﾙの部）優勝

62 H14.01.28 個人 竹内　智香 スノーボード ソルトレークシティ冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ　ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ女子ﾊﾟﾗﾚﾙ大回転　日本代表

63 H14.02.14 団体 旭川大学高等学校スキー部男子リレーチーム クロスカントリースキー 第５１回全国高等学校スキー大会男子リレー競技 優勝

64 H14.02.14 団体 旭川大学高等学校スキー部女子リレーチーム クロスカントリースキー 第５１回全国高等学校スキー大会女子リレー競技 優勝

65 H14.09.04 個人 高平　慎士 陸上 平成１４年度全国高等学校総合体育大会　陸上競技男子200ｍ優勝

66 H14.10.11 個人 出戸  美保 柔道 第５回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会52㎏級優勝

67 H15.02.27 個人 金内　宏樹 クロスカントリースキー 第４０回全国中学校スキー大会男子クロスカントリー（5㎞ｸﾗｼｶﾙの部)優勝

68 H15.04.09 個人 構口　愛美 柔道 第25回全国高等学校柔道選手権大会女子　体重別５７ｷﾛｸﾞﾗﾑ級優勝

69 H15.09.11 個人 川島　巴瑠菜 柔道 平成15年度全国中学校体育大会第34回全国中学校柔道大会女子70kg超級優勝

70 H15.10.09 団体 北海道旭川北高等学校　放送局 放送 第５０回NHK杯全国高校放送コンテスト全国大会　テレビドキュメント部門優勝

71 H15.12.16 団体 旭川工業高等専門学校 ロボコン アイデア対決・全国高専ロボットコンテスト2003優勝

72 H16.09.07 個人 上野　巴恵 柔道 平成１６年度全国中学校体育大会第３５回全国中学校柔道大会女子６３kg級優勝

73 H16.10.22 団体 北海道旭川北高等学校　放送局 放送 第５１回NHK杯全国高校放送コンテスト全国大会　テレビドキュメント部門優勝

74 H17.06.02 団体 柳柔会高畑道場 柔道 第２５回全国少年柔道大会　団体戦　優勝

75 H17.09.07 個人 旭川大学高等学校　佐藤　晴香 柔道 平成１７年度全国高等学校総合体育大会（2005千葉きらめき総体）
柔道・女子個人７８kg級優勝

76 H18.1.31 個人 寺田　桜子 柔道 第２０回オリンピック冬季競技大会（２００６／トリノ）カーリング女子日本代表

77 H18.3.31 団体 Ｄ．Ｃ　Ａｓａｈｉｋａｗａ　Ｆｕｔｓａｌ　Ｃｌｕｂ フットサル 第６回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ　優勝

78 H18.8.28 個人 藤村　洋輔 囲碁 文部科学大臣杯第２７回少年少女囲碁大会・全国大会の小学生の部　優勝

79 H18.11.10 個人 清水　弥 陸上 第６１回国民体育大会　陸上競技　少年男子Ａ　やり投　優勝



番 表彰年月 種別 受　　賞　　者　　氏　　名 種目 表　　　　　　　彰　　　　　　　事　　　　　　　由

80 H19.3.22 個人 加藤　智佳 アルペンスキー 第６回アジア冬季競技大会スキー・アルペン女子回転　金メダル

81 H19.7.11 団体 旭川大学女子柔道部 柔道 平成１９年度全日本学生柔道優勝大会　女子３人制優勝

82 H20.8.8 個人 高田　朋枝 パラリンピック 北京パラリンピック　ゴールボール日本代表

83 H20.9.10 個人 久保倉　里美 陸上 北京オリンピック女子陸上競技日本代表

84 H20.10.15 個人 山部　佳苗 柔道 第１１回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権７８ｋｇ超級優勝

85 H20.11.27 個人 久保田弓椰 ダンス 第２８回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権ラテン部門　優勝

86 H20.11.27 個人 久保田蘭羅 ダンス 第２８回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権ラテン部門　優勝

87 H22.2.2 個人 石崎　琴美 カーリング バンクーバー冬季オリンピック　女子カーリング日本代表

88 H22.2.21 個人 伊藤　仙孝 パラリンピック バンクーバー冬季パラリンピック　アイススレッジホッケー日本代表

89 H22.2.21 個人 三澤　英司 パラリンピック バンクーバー冬季パラリンピック　アイススレッジホッケー日本代表

90 H22.2.25 個人 光島　理貴 バドミントン 第１８回全国小学生バドミントン選手権大会　男子ダブルス６年生以下　優勝（３連覇）

91 H22.2.25 個人 坂牧　大地 バドミントン 第１８回全国小学生バドミントン選手権大会　男子ダブルス６年生以下　優勝（３連覇）

92 H22.2.25 団体
全国小学生バドミントン大会
女子都道府県対抗団体戦　北北海道チーム

バドミントン 第１８回全国小学生バドミントン選手権大会　女子都道府県対抗団体戦　優勝

93 H22.2.26 個人 安藤　麻 アルペンスキー 第４７回全国中学校スキー大会　女子ジャイアントスラローム　優勝

94 H22.8.27 団体 北海道旭川東高等学校放送局 放送 第５７回NHK杯全国高校放送コンテスト　テレビドキュメント部門　優勝

95 H22.11.12 個人 青木　栄美花 陸上 第６５回国民体育大会　ゆめ半島千葉国体２０１０　陸上競技　少年女子共通走高跳　優勝

96 H23.3.23 団体 旭川大学高等学校男子スキー部 クロスカントリースキー 平成２２年度全国高等学校総合体育大会 第６０回全国高等学校スキー大会　学校対抗　総合優勝

97 H23.12.19 個人 石川　沙昌 弁論 第５６回文部科学大臣杯全国青年弁論大会　文部科学大臣杯

98 H24.3.27 個人 石川　謙太郎 クロスカントリースキー 第１回ユースオリンピック冬季競技大会クロスカントリー男子１０kmクラシカル　銀メダル

99 H24.3.27 個人 石川　潤 クロスカントリースキー 第６１回全国高等学校スキー大会クロスカントリー男子１５kmフリー　優勝

100 H24.3.27 個人 田中　ゆかり クロスカントリースキー 第６１回全国高等学校スキー大会クロスカントリー女子１０kmフリー・５kmクラシカル　優勝

101 H24.3.27 団体 旭川大学高等学校スキー部男子リレーチーム クロスカントリースキー 第６１回全国高等学校スキー大会クロスカントリー男子リレー　優勝

102 H25.3.22 個人 片桐　成海 アルペンスキー 第５０回全国中学校スキー大会　女子ジャイアントスラローム　優勝

103 H25.4.24 個人 髙梨　沙羅 ジャンプスキー ノルディックスキーワールドカップ　女子ジャンプ個人戦　優勝

104 H28.3.18 団体 北海道旭川西高等学校書道部 書道 第２４回国際高校生選抜書展　全国優勝

105 H28.7.23 個人 二條　実穂
車いすテニ

ス
リオ2016パラリンピック　日本代表

106 H28.9.28 個人 町田　瑠唯 バスケットボール 第３１回オリンピック競技大会　バスケットボールチーム女子日本代表

個　人 76

団　体 30

合　計 106


